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第1812回例会
平成21年5月28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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■出席状況報告
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会長　  越智　孝佳

■今月の主な行事

■ニコニコ献金

誕生・結婚祝

夜間例会　次年度委員会別協議

5月 7日
14日
21日
28日

　皆さん、こんばんは。会長報告を申し上げます。
　今週の26日は、帯広東クラブの創立記念式典がありました。
内々で行うという事で、会員の方へは改めたご案内はありません
でしたが、市内5クラブの会長・幹事会で各クラブの会長・幹事
は出席しましょうという事になり、多少押しかけ的な参加ではあ
りましたが、参加して参りました。同じ市内のクラブが親密な関係を取っていくた
めにも、大切な事であろうかと思っています。おかげ様で、今年は各クラブの会
長・幹事が大変良好な関係を結べたと思っております。忌憚なく、意見を言い合
い、情報交換を行えた一年だと感じています。会長・幹事会という一部の関係かも
しれませんが、一点の繋がりが、その先につながる事もあろうかと思います。今後
とも、ロータリーの同じ仲間として、広がりをもっていければと思うところです。
記念講演は「画家　土井博詞と私」という演題で帯広百年記念館松井館長の講演が
行われました。バナーに描かれている馬の絵の作者についてのお話でした。十勝の
素晴らしい画家がいたという事を知ると共に、改めて、東クラブのバナーの背景を
知ることができました。何につけ、コンセプトがしっかりしているということと
は、素晴らしいことです。
　話しは変わりますが、本日の10時より社会奉仕委員会の事業で、市内の南保育園
に植樹をして参りました。斉藤委員長はじめ参加された会員の皆さんは、大変ご苦
労様でした。エゾヤマザクラ、ヤマモミジ、ブルーベリー、シベリア桜の苗木を寄
贈してきております。事業に立ち会いますと、子供達も、先生方も大変喜んでおら
れるのが実感できます。この事業は、4年前から継続してきている事業であります
が、続けていくという事の必要性と大切さを感じる事ができました。事業には色々
な目的があります。その中で、継続というものも一つの大切なものであるように思
います。本日は、次年度に向けての例会です。ぜひとも、充実した事業を遂行でき
るように、各委員会でコミュニケーションを取り、検討をしていただければと思い
ます。
　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!

20,000円　累計　389,000円5月28日



点鐘	 越智孝佳会長
開会宣言	 中山廣雄副SAA
ロータリーソング（それでこそロータリー）	 中山廣雄副SAA
（会食）
会長報告	 越智孝佳会長
会務報告	 石原英樹幹事
①帯広西 RC、年度末最終例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 6 月 25 日（木）
　　　　　　午後 6 時 30 分
　　場　所　北海道ホテル
　　・・・スポーツ大会・・・
　　1．パークゴルフ　スタート　9 時 00 分
          場　所　帯広の森
　　2．ゴルフ　スタート　12 時 00 分　
          場　所　帯広国際カントリークラブ
②帯広北 RC、移動例会開催のご案内（創立記念植樹）
　　日　時　平成 21 年 6 月 5 日（金）午後 0 時 30 分
　　場　所　帯広の森屋内スピードスケート場エントランス
③帯広北 RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 6 月 12 日（金）午後 0 時 30 分
　　場　所　北海道製鎖㈱
④河合健一会員が 4 回目のマルチプルの表彰を受けました。
⑤帯広西ロータリークラブが、米山功労クラブとして 16 回目
　の感謝状を頂きました。
委員会報告	 社会奉仕委員会　齊藤憲生委員長
・5月30日（土）に黒澤病院で私と佐々木嘉
　晃会員、川上まり子会員の3名で入れ歯の
　名前入れに行ってきます。
・本日10時より南保育所へ植樹に行ってま
　いりました。そして、帯広市より感謝状
　をいただきました。
・17日のグリーンパークのクリーン大作戦では42名の出席を
　頂きました。そして、年度当初はなかったエコキャップ運
　動は151,600個となり札幌に搬送されました。いずれの事業
　にも、御協力いただきありがとうございました。個人的に
　は、次年度も継続してやっていたければと思っています。

ゴルフ部会　奥田頼昌会員
　先日行われました 5 ロータリークラブゴ
ルフコンペで 7 年ぶりに優勝しました。御
協力ありがとうございました。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　小谷典之会員
川上哲平会員 十勝カントリー内閣総理大
　　　　　　　臣杯優勝、西ロータリー同
　　　　　　　好会優勝
奥田頼昌会員 5RC 対抗団体ゴルフコンペ
　　　　　　　7年ぶりに優勝できました。多くの方々に参加
　　　　　　　していただきありがとうございました。
深澤知博会員 5RC ゴルフ対抗戦でベスグロ 71 で優勝しまし
　　　　　　　た。
萱場誠一会員 5 クラブゴルフコンペで個人戦準優勝できまし
　　　　　　　た。
第 2500 地区世界社会奉仕委員会委員長　南クラブ　内田正志
会員

プログラム	 プログラム委員会　金尾　剛委員長
「次年度委員会別協議」

　本日は 2 部構成を考えています。1 部は、
本年度の理事、委員長に今年度の反省点又
改善点を次年度への提言を含めて発表して
もらいます。2 部は、次年度に向けての各
委員会での話し合いとします。

佐々木和彦　会場監督
・2ヵ月ごとの席決めは、頑張る気があれば
　続けてください。
・節食例会は1回しかできませんでしたが、
　続けてほしいと思います。
出席委員会　内海仁司委員長
・担当例会を決めて、責任をもってやって
　もらうことが良いと思います。
・100%出席例会をやってみんなで記念写真
　をとって西RCはひとつだということを示
　してほしいと思います。
親睦活動委員会　平田利器副委員長
・次年度は、楽しく、風通しよく、役割分
　担を明確にしてやっていきたいと思いま
　す。また、イベントについては、全員で
　企画、発案してやっていきます。
広報委員会　久保且佳委員長
・広報委員の方全員に年間の当番を決めて協
　力していただく。
・講演、卓話などは出来る限り原稿をいた
　だくようにする。
会員増強委員会　萱場誠一委員長
・今年度は、2人の新入会員を迎えました。
　当初の目標より3人少ない結果となります
　が、今年度に声掛けをして返事をもらっ
　ていない方がいますので次年度に引き継
　ぐとともに私自身も引き続き努力していきます。
健康増進委員会　川上まり子委員長
・2度の担当例会と2ヶ月に1度の割合で健康
　通信を配布しました。例会は、メンバー
　の卓話でした。健康通信は、内容が歯科
　に偏らないように気をつけました。配布
　の経費は、まったくかかりませんでした。
若林　剛　職業奉仕担当理事　
・計画では、講師例会と移動例会1回を予定
　しましたができませんでした。移動例会
　は、年内秋口までが良いと思います。会員
　相互の理解と会員卓話というアドバイス
　により正副の卓話となりました。
小甲哲士　青少年奉仕担当理事
・ローターアクトは会員数の減少に悩んで
　います。6月で6名が卒業します。西クラ
　ブからの企業推薦がありませんので、よ
　ろしくお願いします。
岡田武稔　国際奉仕担当理事
・個人的には、単クラブで外へ出ての国際
　奉仕は難しいかなと感じました。次年度
　は、この点なども含めた国際奉仕の原点
　も考えてはどうかなと思います。
米山記念奨学委員会　森　賢伸委員長
・去年は18名の方、今年度は5名の方に協力
　いただきました。あと1ヵ月しかありませ
　ん。御協力よろしくお願いします。
プログラム委員会　金尾　剛委員長
・プログラムのことを理解していればよかった。
・会員の職業を意識した移動例会をやってはどうかと思いま
　す。

　後半は、テーブルごとに次年度の委員会構成で話し合いま
した。
閉会宣言	 中山廣雄副SAA
点鐘	 越智孝佳会長


