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第1808回例会
平成21年4月30日

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
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たいまつ宣言
この「たいまつ宣言」は創立30周年にあたり、
西ロータリークラブの創立の心を知るところか
ら発し、我々が未来へ向けての道標とするもの
である。たいまつの如く我々の行く道を照ら
し、明るい未来へと導くものである。

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
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■会長報告
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■出席状況報告
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会長　  越智　孝佳
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■今月の主な行事

■ニコニコ献金

誕生・結婚祝

夜間例会
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　皆さん、こんばんは。会長報告を申し上げます。
　先週末のPETS、地区協議会へ参加された方は、大変
ご苦労様でした。帰り道は、大雪で大変だったと思いま
す。この時期の北海道の天候は、今日のように暑い日に
なったり雪が降ったり、まだまだ油断できない状態です。いずれにし
ましても、本当にご苦労様でした。
　話しは変わりますが、今回のPETS、地区協議会に参加しまして、
色々と感じるところがありましたので、少しお話を致します。分科会
は会長を対象の第一分科会に出席させて頂きましたか、多くのクラブ
がそれぞれ運営には苦労をしているという事です。会員の減少に伴
い、クラブの存続する危機感を持っているところもあります。昨年
は、サロマRCが終結をしましたが、今年は阿寒RCが、来年度の組織編
制ができず、現在クラブ存続の危機に見舞われているそうです。また
20名前後のクラブも多数あり、各クラブで工夫をした取り組みを行っ
ております。その点、西RCにおいては、人材、組織力は他と比較する
と恵まれた環境にあるのではないかと思います。質と量のバランスが
取れたクラブだと感じたところです。本日は、来年度のPETS・地区協
議会に向けての例会です。私達のもっている良いものを更に高めて、
準備を進めて頂ければと思います。
　今週は、豚インフルエンザが世の中を騒がしております。海外への
出入りにも色々と支障が出ているようです。連休も始まります。海外
への旅行を予定されている方は、十分に気をつけて行っていただきた
いと思います。また休み中に、車で遠出される方は安全運転でお出か
け下さい。
　以上で、本日の会長報告と致します。有難うございます。

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!

2,000円　累計　351,000円4月30日



点鐘	 越智孝佳会長
開会宣言	 佐々木和彦SAA
ロータリーソング（手に手つないで）	 佐々木和彦SAA
（会食）
会長報告	 越智孝佳会長
会務報告	 石原英樹幹事
①・帯広北RC、5月 1日（金）は休会と致
　　します。
　・帯広南RC、5月 4日（月）祭日休会と
　　致します。
　・帯広東RC、5月 5日（火）祭日休会と
　　致します。
　・帯　広RC、5月 6日（水）祭日休会と致します。
②帯広RC、移動例会開催のご案内（夫人参加例会）
　　日　時　平成 21 年 5 月 13 日（水）午後 0時 30 分
　　場　所　真鍋庭園
③帯広北RC、移動例会開催のご案内（植樹）
　　日　時　平成 21 年 5 月 15 日（金）午前 11 時 30 分
　　場　所　ひまわり幼稚園
④帯広北RC・帯広東RC・音更 RC合同移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 17 日（日）午前 9時 30 分
　　場　所　エコロジーパーク
　尚、帯広東RC、5月 19 日（火）の繰上げ例会と致します。
　帯広北RC、5月 22 日（金）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広西RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 17 日（日）午前 10 時
　　場　所　グリーンパーク周辺
　尚、5月 14 日（木）の繰下げ例会です。
⑥今月のロータリーレートは、1ドル 98 円です。
⑦小林志歩様より寄付のお礼の葉書がきています。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　山田倫一郎委員
深澤知博会員	 先日の地区協議会、多数の	
	 	 出席ご苦労様でした。

プログラム	 プログラム委員会
「ガバナー年度PETS: 地区協議会にむけて」

	 	 	 柴田和明ガバナーノミニー
　先般の PETS 地区協議会に数多く参加し
て頂きありがとうございました。
　各セミナーに参加して勉強され参考に
なったかと思います。いよいよ私の番に入
る訳でございますが、もうすでに中山さん
を中心に月信の方が動き始めているようで、
概略は中山さんの方より聞いております。素晴らしい月信が
出来ることと思いますが、これは大変な仕事であります。何
かありました時にはどうかご協力をお願いいたします。
　今後の地区協等その他につきましては幹事ならびに委員長
から説明があると思いますが、今年の 11 月頃からスタートす
ると思われますがガバナー補佐の方々には一度、年内中に集
まって頂く予定でございます。それまでにガバナー方針を固
めておかなければなりませんし、地区組織の体制を整えてお
かねばなりません。来年の 1月にアメリカへ行き、帰るとす
ぐに第 2回目のガバナー補佐会議を開き、その後 2月には地
区チーム研修セミナーに入ります。それが終わるといよいよ
PETS 地区協議会に入ります。
　バーミンガムで今年よりガバナーノミニー会議が行われま
すが、これには参加いたしません。今週は東京にいきまして
色々な方にお会いしてスタートラインの原案をまとめて来た
いと思います。その後、大会委員長にもご報告できるかなと
思います。このような事で進んでいくと思いますが、我々西
クラブのメンバーは最強でございます。どうかよろしくお願
いいたします。
	 	 	 斉藤允雄PETS地区協議会実行委員長
　みなさん、おばんでございます。
　私がこの重責を預かるとは思いもしませ
んでしたが、決まった以上はみなさんのお
力添えを頂き全力でやって参りたいと思い
ます。
　PETS 地区協議会はガバナーがRI 会長の
今年度の基本方針が発表される大事な会議でございます。今
回、旭川の会議での私が感じた事を少し述べさせて頂きます。
　まず我々に腕章を作ってありまして、その腕章を付けてあ
ればスムーズに会場いたる所も見れましたし、色々な方とお
話もできました。これはとても良いことだと思いましたので、
ぜひ我々の時にもやりたいなと思います。次に今年は、会員
増強セミナーと米山記念奨学セミナーが同時に行われました。
これら各セミナーが 2時間という時間が適切であるのかどう

か？また、そのセミナーが同時に行ったのが良かったのか？
次の日の地区協議会では、会場でのスムーズな進行や、600 人
以上の食事の場所、休憩場の確保など、皆さんと十分に協議
したいと思います。
　当クラブの会員より旭川の会議のご意見が寄せられていま
すのでご報告いたします。
＊　タイムスケジュールがルーズである。
＊　発表者に対して時間と講話内容の打合せが不十分である。
＊　会議進行に対して司会者との打合せが不十分である。
＊　プログラムに記載されていないスケジュールが実施され
　　ている。
＊　諮問委員会は決定権は無いのでできるだけ報告事項にし
　　たほうが良い。
＊　突発的な事案がありすぎる。
＊　地区委員会が委員会活動方針を明確に提示する事ができ
　　ていない。
＊　委員長単独で作成された物を口頭で発表しても情報がき
　　ちんと伝わらない。
＊　アドバイザーにたよって分科会が進行している。地区委
　　員長主体の分科会を実現すべき。
　このような、厳しいご指摘を頂いています、このような事
も踏まえ皆さんとしっかり勉強し、研究し、準備を進めたい
と思いますのでどうぞご協力お願いいたします。
	 	 	 岡田武稔 PETS地区協議会幹事
　皆さん、こんばんは。
　各テーブルに組織図を配ってございます。
それをご覧いただければ一目瞭然だと思い
ますが、帯広でのこの PETS 地区協は 4月
17/18 日（今年よりも少し早い訳ですが）、
5 月には IMが開かれます。また、10 月に
は地区大会と進行していきます。この流れを念頭にスケジュー
ルを考えて行きたいと思います。
　私が旭川での会議で感じたことは、PETS 地区協の計画書で
初歩的なミスが非常に多かった気がいたします、実行委員会
なのですが、広報、記録に 2名 1 組でセクレタリーというの
を考えてほしいと思います、それから、第一分科会〜第六分
科会の責任者を決めてしっかりと運営を進めて行くことが必
要でないかと感じました。
　今回 32 名の方々が旭川で勉強され大変心強く思います。み
なさんと一丸になり成功させたいなと思います。ありがとう
ございました。
	 	 	 小室陸雄地区代表幹事
　こんばんは。私の方からはガバナー事務
局の今の動きを少しご報告します。
　事務所ですが、河合先生のご協力を頂き
壁の張替えや机や椅子もご提供いただきま
した。また、レイアウトは佐藤さんに図面
を引いていただき、古田さんにお願いいた
しましてライオンズクラブガバナー事務所の什器リストを頂
くなど準備は着々と進んでいるところです。基本的には旭川
の地区大会が終わりまして柴田さんがガバナーエレクトに就
任いたしまして公式な事務所の開設の通知となります。しか
しなるべく早くにとりあえず小会議などができるよう進めて
おります。いよいよあと一年というところです、どうぞ会員
お一人お一人の心をひとつに集めまして万全の準備をもって
柴田ガバナーの PETS 地区協に進みたいと思います。ご理解
のほどをよろしくお願いいたします。

「新型インフレンザについて」
	 	 	 健康増進委員会　堀修司副委員長
　28 日に新型インフレンザがフェーズ 3か
ら 4 に上がりまして、今日またフェーズ 5
になりました。このフェーズ 5になります
と、人から人に感染し国を超えて感染する
ということで色々な制限が出てきます。渡
航の制限であったり、ライフラインに関す
ることもでてきます。まだ日本では発症していませんが、こ
ういう事が起きますと第一段階から第五段階の対応策があり
まして、いま日本では第一段階の体制に入ってます。その第
一段階というのは各保健所に電話相談センターが設置される
ことです。もしなにかありましたら、最初にそこへ連絡して
ください、帯広では、厚生病院か国立療養所に行ってもらう
ことになります。その時には保健所から保健婦が付き添って
くれます。隔離されるなどの段階を経て、第三段階では、そ
れらの処理が地方まで進むことになります。今、新型だけで
はなく従来のインフレンザも依然と流行っています。まずは
うがいと手洗いはしっかりとやってください。以上でござい
ます。

閉会宣言	 佐々木和彦SAA
点　　鐘	 越智孝佳会長


