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■RI第2500地区テーマ■

讃えよう地域を！クラブを！会員（自分も）を！
ロータリーとの出会いに感謝！

■クラブ・テーマ■

「ロータリークラブに出席し、ロータリーを楽しもう」
（Attend at the Rotary Club, and let's enjoy a rotary）
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ニコニコ
 献　金 （7月18日現在）

7月18日 円

円累　 計

　16,000
65,000

会長報告 齊藤会長
　先週の例会で予算が承認され
ました。ありがとうございます。
少しは、前へ進めるかなと思っ
ております。
　今日は、1点だけ報告させて

いただきます。長期特別委員会は、前年度の会長、
幹事が委員長、副委員長をやっていただいていま
すが、実は昭和49年の設定要綱がありまして、そ
の中で委員は5名ということを前年度の川田会長
から言われまして、3名兼任ということで小甲会
計と天野副幹事、本田副会計の3名を委員兼任で
お願いしております。以上、会長報告と致します。

会務報告
①帯広西RC、第3回クラブ協議会開催のご案内
日時　7月18日（木）午後6時30分
場所　北海道ホテル
②帯広東RC　夜間移動例会開催のご案内
日時　7月23日（火）午後6時30分
場所　北の屋台
③帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
日時　7月26日（金）午後6時30分
場所　ジグザグ
④ 帯広東RC、7月30日（火）の例会は、休日と致
します。

委員会報告 出席委員会　柳澤委員長
出席率100％表彰
30年表彰　柴田　和明会員
15年表彰　齊藤　憲生会員、越智　孝佳会員
10年表彰　江口　文隆会員
5年表彰　横田　幸宏会員

永年在籍表彰
25年在籍　林　　文昭会員
15年在籍　佐々木嘉晃会員

5年在籍　 横田　幸宏会員、横山　明美会員、
上垣香世子会員

ニコニコ献金 
齊藤憲生会員　 札幌の娘、大阪の娘からお盆に帯

広に帰りますとのメールがあり、
今日はとてもハッピーな一日です。

金尾　剛会員　 本年度のクラブ奉仕担当理事を任
命されました。宜しくお願い致し
ます。

深澤知博会員　 会員増強委員会、1年間よろしく
お願いします。

内海仁司会員　 ロータリー財団委員長を任命され
ました。よろしくお願い申し上げ
ます。

小谷典之会員　 新世代委員会、1年間よろしくお
願いします。

若林　剛会員　 社会奉仕、1年間お世話になりま
した。

渡部省一会員　 米山記念奨学委員会、委員長を仰
せつかりました。寄付金集め頑張
ります。委員共々 1年間宜しくお
願い致します。

久保且佳会員　 JCじゃがいもゴルフにおいて
ネット65.9で優勝しました。

■プログラム 理事会
　理事、委員長就任あいさつ
　内容は次ページに掲載。



小甲 会計

　社会奉仕の植樹活動、親睦委員会の野遊会が復活予
算となっています。本田副会計とともに会長、幹事を
お金の面でサポートしていきます。

奥　 社会奉仕担当理事

　今年は、表に出て行って西ロータリーとしてどんな
ことができるか調査していきたい。できれば今年中に
事業がしたいと思っていますが、多くのお金が必要で
あれば次年度の準備の年としたい。ポリオプラスは、
前期、後期とも千円の徴収をしております。その動機
付けも含めてエコキャップを積極的に集めていきます。
東日本大震災に係る事業もしたいと考えています。

横田 会場監督

　先週の第1例会でもお気づきかと思いますが第1例会
には一輪ざしではございますが生花を飾りました、こ
れは、少しでも会場の雰囲気が和むよう齊藤会長の意
向を反映させております、また各テーブルに当クラブ
のバナーを合わせて置かせていただきました、これも
齊藤会長の思いの一つで、西クラブの会員であること
の自覚と連帯感を感じて頂きたいとのことで毎回テー
ブルにおかさせていただきます。いずれにしても例会
を少しでも、皆様にとって、有意義な時間を過ごして
いただけるよう、頑張りたいと思います。

金尾 クラブ奉仕担当理事

　先週の三役の方のお話を聞きまして、おひと方が、
楽な1年を過ごしたいと言われました。もうひと方が、
ロータリーの事はわからないので勉強したい。そして
最後の方は、演壇に出ることが苦手だということでし
た。この3人の方に教わりながらやっていきます。話
は聞きますので、何なりと声をかけてください。

茨木 職業奉仕担当理事

　4回の担当例会があります。そのうち2回は会員卓話、
10月は職業奉仕について学ぶ例会、5月の移動例会は、
職場訪問を予定しています。

平田 会長エレクト

　1年間、川田直前会長の思いや齊藤会長の考え方な
どを勉強して、いいクラブにもっていくために一生懸
命勉強してまいります。
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小谷 新世代担当理事

　ローターアクトメンバーにこの1年間、20代でやる
べきこと考えなければならないことを少しずつ説教し
てこようと思っています。8月25日12時間ソフトボー
ル大会、来年5月にはチャリティフリーマーケットが
あります。

高田 国際奉仕担当理事

　世界中では、社会的に不安定な地域、飢餓に見舞わ
れている地域、教育に恵まれない地域があります。卓
話を2回企画していますが、1回は私が食糧問題につい
て深く考える内容を担当します。

萱場 親睦委員会担当理事

　9月8日の野遊会を皮切りに、同伴クリスマスパー
ティーは去年と同じような形をとらせていただきます。
12月のクリスマスパーティーはちょっと大人的な楽し
い部分も出せればと考えています。ニコニコ献金のお
願いもしていますが、年間1万円を目途に協力をお願
いします。

太田 プログラム委員会担当理事

　5回の担当があります。早速、来週私が責任をとっ
て「地域における商工会議所の役割」という内容の卓話
をやらせていただきます。地域のニーズや課題をテー
マにしていきますので、問題のある現場に移動例会を
2回、また前年度のようなバナーを集めたメーキャッ
プ例会も1回考えています。

田中 出席委員会委員長

　やらなければならないことは出てきた方の出席を
しっかりと記録する。メーキャップをされた方はメー
キャップの処理をきちんとする。メーキャップをする
上で気をつけてほしいことは、メーキャップは本人の
例会日を補てんすることですので、カードに日付をしっ
かりと記入してほしい。100％例会を実施したいので、
4回くらいの企画を考えています。また、今年は規定
審議会が3年に1回の年でありました。出席に関する部
分として、8号規定出席免除を受ける方は65歳以上の
20年以上在籍、合計80年以上の65歳のしばりがなく
なりました。
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深澤 会員増強委員会委員長

　会長方針として純増3名をやっていきます。方針と
しては会員を増強することと会員の退会防止という2
つの柱があります。委員会メンバーだけではなく全体
として会員を増強していく。退会防止のため新入会員
オリエンテーションと家庭集会を企画していきます。

山本 ロータリー情報委員会委員長

　わかりやすいロータリーをテーマに、例えばロータ
リーは人生の道場である、といった基本的なことを内
容にした記事を会報に掲載していきます。会員増強委
員会とオリエンテーション、家庭集会はコラボしてやっ
ていきます。例会は2回。定款が7月1日から変わって
います。インターネットで事務総長からの変更報告と
して掲載されています。

増井 健康増進委員会委員長

　例会は3回あります。2回は会員卓話、残り1回はゲ
ストを迎えて健康の話をしていただく予定です。また、
健康新聞を隔月で発行します。予算の関係もありまし
て、会報にコラムのような形で掲載していきます。

内海 ロータリー財団委員会委員長

　3名体制でやります。早速ポリオプラスと100ドル献
金でお願いしておりますが、ご協力をよろしくお願い
します。

渡部 米山記念奨学委員会委員長

　とにかく寄付金集めに精を出して一生懸命頑張りま
す。委員会メンバー 3名で手分けしてやりますのでよ
ろしくお願いします。

川田 直前会長兼長期特別委員会委員長

　直前の立場は非常に難しい、たぶん関わらないのが
いいと思いますが、定款には理事にならなければなら
ないという規定がありますので今年度理事になります。
たまに小うるさいことを言うかもしれません。そして
みなさんに迷惑をかけることがあるかもしれません。
昨年1年間、外部の方々そして皆様方からもいろいろ
と勉強させていただきロータリーの認識を新たにしま
した。今年1年間は、おじゃまになるかならないか程
度で頑張りたいと思っています。
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