
たいまつ宣言
1. 我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1. 我々は 他に依存することなく 自らを発する
1. 我々は 常に変革をもって 行動する
1. 我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1. 我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!
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例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ

　皆様、こんにちは。
　西ロータリークラブとしての会長の最初の仕
事であります点鐘を行い、『ああ、これから長い
一年の始まりだ』と実感しております。
　さて、この点鐘ですが、私の勉強不足なのか、点鐘は、海
外、特にヨーロッパのクラブでは点鐘の代わりに裁判所の判
事が打つような木槌を板に打ちつけることが多かったように
思われます。デンマークのヴェスタブロRCはそれすらありま
せんでした。
　ただ、はっきりしているのは、この鐘の音がクラブの活動
の始まりを告げる音だということです。例会においては、点
鐘で例会が始まるということです。後程、会長就任あいさつ
で方針などを述べさせていただきますので、会長挨拶は短く
させていただきます。
　帯広西ロータリークラブのメンバーは、とても忍耐強く、
協調性があり、活動的です。私は、このようなメンバーの揃
う帯広西ロータリークラブの会長に就任できたことを誇りに
思っております。これから1年いろいろなことがあると思い
ますが、仲良く、笑顔の絶えないクラブになるよう、皆様の
ご協力をお願い申し上げます。
　以上、会長挨拶とさせていただきます。
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■出席状況報告

■ニコニコ献金
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点鐘	 三野宮　功会長
開会宣言	 江口文隆SAA
国歌斉唱
たいまつ宣言唱和
ロータリーソング（四つのテスト）
ゲスト紹介	 三野宮　功会長

RI第2500地区第6分区ガバナー補佐
伊藤　克美 様（東RC）

7月結婚祝い	 親睦活動委員会　深澤知博会員
本田美喜男会員　1973. 7.11

7月誕生祝い
近藤　誠勝会員　1945. 7.27
千葉　清孝会員　1946. 7.19
佐藤　　聡会員　1956. 7.14
北川　勝啓会員　1966. 7.16

バースデーソング
乾杯	 国際奉仕委員会　神田龍一委員長

（会食）
会長報告	 三野宮　功会長
会務報告	 奥　敏則幹事
①帯広西RC、第3回クラブ協議会開催のお知らせ
　　日　時　7月7日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②	帯広南RC、7月18日（月）は祝日のため休会と致

します。
③帯広東RC、夜間移動例会開催のお知らせ
　　日　時　7月26日（火）
　　場　所　北の屋台
④帯広西RC、夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　7月28日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑤例会終了後、定例理事会を開催します。

委員会報告
出席報告

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
	 	 谷脇正人副委員長

RI第2500地区第6分区ガバナー補佐
伊藤　克美　様　 今年度第6分区ガバナー補佐を

務めさせていただきます。よろ
しくお願いいたします。

三野宮　功会員　 よろしくお願い申し上げます。
平田　利器会員　 副会長の御指名を頂きました。

会長の補佐職をして精一杯協力
致したく、よろしくお願いいた
します。

本田美喜男会員　 本年度副会長になりました。三
野宮会長には会長報告ですでに
プレッシャーを掛けられており
ます。何もわかりませんが、一
年間よろしくお願い致します。
あわせて結婚のお祝い有難う御
座います。

奥　　敏則会員　 一年間御世話になります。御迷
惑をおかけしますが、よろしく
御願いします。

山本　範之会員　 一年間お世話になりますので、
よろしくお願い致します。

江口　文隆会員　 SAA一年間よろしくおねがい致
します。P.S. 最終例会でゴルフ
準優勝しました。

天野　清一会員　 親睦活動委員会、今年一年がん
ばります。よろしくおねがいし
ます。

神田　龍一会員　 今年度国際奉仕を担当します。
7クラブ合同例会担当するそう
です。御協力と友情をよろしく
お願いします。

奥田　頼昌会員　 今年度広報委員長を仰せつかり
ました。一年間よろしくお願い
いたします。

太田　　豊会員　 ロータリー情報委員会委員長、
よろしくお願い致します。

田中　利昭会員　 プログラム委員長、一年間よろ
しくお願いします。



飯田　正行会員　 社会奉仕委員長になりました飯
田です。エコキャップ今年もや
りますのでよろしくおねがいし
ます。

萱場　誠一会員　 スポーツ大会、ゴルフで優勝し
ました。

千葉　清孝会員　 親睦スポーツ大会・パークゴル
フの部にて、優勝させて頂きま
した。

鈴木　　享会員　 ニコニコ狂歌。今日で結びです。
『お役目を  終えてささやか  安
堵感  心に満つる  夏の夕暮れ』

プログラム	 理事会

ガバナー補佐公式訪問

	 	 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐
	 	 伊藤　克美	様
　こんにちは。第一例会か
らお邪魔したのは、日程の
都合上、ガバナー公式訪問
にぶつかるので今日お邪魔
しました。
　私と一年よろしくお願いいたします。地区リー
ダシップの制度が、分区代理からガバナー補佐に
代わったのが今年で丁度10年目になります。その
重責に身が引き締まる思いでおります。
　第6分区には11のクラブが有ります。今はもう
500人を割り込んでしまいました。会員増強に今
一度力を入れ、見直さなければならない時期に来
ております。
　今年のRI会長カルヤン・パネルジーさんは「心の
中を見つめよう、博愛を広げるために」のテーマ
を、直訳すると「心の中に届かせよう人々の人間性
をふんわり包む」と理解しております。私は誠の幸
福は人助けからロータリー精神を通して目的を通
ずるものであり、人類の幸福を追求する中助け合
いが一番であると思っております。
　夢を持っている人には、希望があり、希望を持っ
ている人には、目標があります。目標には行動が
ついてきます。行動を持ってロータリーの精神に
近づけてください。
　今は皆様とともに楽しく2500地区を第6分区を
会員増強もしながら、楽しいクラブにしていって

下さい。増田一雄ガバナーの基本方針に近づくよ
う私も努力しますので皆さん宜しくお願いしま
す。

会長・副会長・幹事就任挨拶

	 	 三野宮　功会長
　 カ ル ヤ ン・ バ ネ ル ジ ー
2011−12年 度 国 際 ロ ー タ
リー会長は、テーマで「ここ
ろの中を見つめよう  博愛を
広げるために」と唱っており
ます。インド出身の会長らしいテーマと思います。
このテーマを実践するに重要な事項は、以下の3
点です。

「家族」　万事は家族から始まります。
「継続」　自分たちが得意とすることを理解する。
「変化」　 マハトマ・ガンジーの言葉に「世界の

変化を望むなら、あなた自身がその変
化にならなければならない」がありま
す。自分の中に変化を起こす必要性を
認識することです。

　増田一雄2011−12年度第2500地区ガバナーの
掲げるテーマは「地域社会にロータリーを活かそ
う」です。広い意味を持つテーマです。増田ガバ
ナーから、「このテーマを自由に理解して、会長の
方針としてください」というご説明をいただきま
した。
　具体的には

1 地域社会の中でのロータリーの存在意義の
　  強調
2  特に職業奉仕部門を通してのサービスの向上
3  例会を楽しく意思の疎通を図れるよう推進
4 世界も大切だが2500地区内が一番大切なた
　 め、2500地区内でロータリーとして協力で
　  きるものを調査する
5  ロータリー財団への協力
6  米山奨学会事業への協力

　以上です。
　私が、2011−12年度に掲げる会長方針は、上記
のテーマを鑑みて次の通りといたします。



1 楽しい帯広西ロータリークラブの例会
　 （自然と足の向くクラブ例会）
2 友達の輪が広がる帯広西ロータリークラブ
3 より一層活気のある帯広西ロータリークラブ

　以上です。
　クラブ運営の他、幹事クラブとしての「国際理解
月間」事業、そして帯広西ロータリークラブ創立
40周年記念事業があります。また、会員の皆様に
事業のお手伝いをお願いすることになります。な
にとぞご協力をお願い申し上げるとともに、楽し
い帯広西ロータリークラブ年度にしましょう。

	 	 平田利器副会長
　皆さんこんにちは。副会
長を仰せつかりました平田
利器で御座います。三野宮
会長から推薦いただきまし
た。
　まだ経験が浅いので皆様をリードできるかわか
りませんが、会長方針にのっとって行きたいと思
います。仲間のために頑張るつもりです。一年間
よろしくお願いいたします。

	 	 本田美喜男副会長
　皆さんこんにちは。今年
度副会長を仰せつかりまし
た本田です。
　今回のメンバーの中では
入会年数が上の方ですが、
この仕事は初めてですので非常に緊張しておりま
す。45回ほど例会が有りますが、三野宮会長がも
う何度か出席できないと言われており、会長報告
をやってくれと言われプレッシャーを感じており
ます。いろいろと勉強させていただきますし、皆
様とともに西クラブの為に頑張っていきますの
で、御協力よろしくお願いいたします。

奥　敏則幹事
　今年度幹事をさせていた
だきます奥です。
　前年度は、古田幹事の元
で1年間副幹事をさせてい
ただきながら、幹事として
の勉強をさせていただいたつもりでした。
　しかしながら、責任感が全く違いますし、古田
幹事が余裕でやられていたようだったので、たい
したことはないなと高を括っておりました。現実
は違い、やはり古田幹事の能力があったからで、
その古田幹事にしても最後の1ヶ月は、幹事を終
えることでかなり弾けておりましたので、やはり
大変だったのだと思うようになりました。役割的
には、幹事の能力によって、クラブ運営が左右さ
れると重責を感じております。また、一生懸命身
体を使うことが、私が幹事としての取り柄ですの
で、一生懸命やらせてもらいます。これから1年、
40周年などもありますので、皆様のご協力をよろ
しくお願いして、幹事としての就任挨拶とさせて
いただきます。

謝辞	 三野宮　功会長
閉会宣言	 江口文隆SAA
点鐘	 三野宮　功会長

理事会
　・7月のロータリーレートは、1ドル＝82円です。
SAA
　・7月の粗食例会は、21日を予定しています。

    次週プログラム予定
　 平成23年7月14日（木） 理事会
 「決算・監査・予算報告役員理事就任挨拶」

お	知	ら	せ


