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月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは同年以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します
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◆四つのテスト◆

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか
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基本的教育を識字率向上月間
ロータリーの友月間

■帯広5RCクラブ出席率 　6月
帯　広ＲＣ
帯広北ＲＣ
帯広南ＲＣ

 66.2％
 91.7％
 78.9％

帯広東ＲＣ
帯広西ＲＣ

■2500地区2022年　6月
　平均出席率      76.2％

■出席状況報告
　6月平均出席率　　78.9％

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル東館3F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com

■ニコニコ献金
　7月4日 　           円　　累計             円

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　会長　岩原 道直

　先週の野遊会、たくさんお集まり頂いてありがと
うございました。山口委員長はじめ親睦委員の皆様
には3年ぶりの楽しい会を企画運営して頂き、あり
がとうございました。特にあのゲームはとても盛り
上がり楽しかったと思います。
足寄ロータリーからも佐藤会長以下7名の皆様にお越し頂き、
楽しい時間を過ごしていただけたと思っております。
また野遊会より少し前、朝6時よりロータアクトの12時間ソフ
トボールがありました。中野委員長はじめご参加いただいた会
員の皆様、お疲れ様でした。佐々木副会長が現れた時はちょっ
とびっくりしたのですが、けが人を出すこともなく終われて良
かったと思います。また、リングプル、古切手もたくさんあり
がとうございました。両方で40kg近く集まったと聞いており
ます。
さて、野遊会も終わり、いよいよ来月は旭川にて地区大会でご
ざいます。当初、幹事とは久しぶりにバスを出して楽しくやろ
うと考えておりましたが、こんな時期でございます。少人数で
の移動でお願いしようという事になりました、今回の地区大会
は少し変則的で日曜日が本会議、本大会となっております。翌
日の月曜日が祝日となっているため、本大会終了後に大懇親会
でございます。大懇親会終了後に南クラブの懇親会も用意して
ございます。十分旭川の夜を楽しみにと思って降ります。
さて、今月は基本的教育と識字率向上月間ですが、識字率とは、
文字の読み書きや文章を理解できる能力のある人の割合のこと
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大雪山カントリークラブ

アートホテル旭川

旭川市民文化会館
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アートホテル旭川

　　　　

記念親睦ゴルフ大会

会員研修セミナー
（3年未満・女性会員）

登録受付

本会議（午前の部）

本会議（午後の部）

大会記念大懇親会

小森　豊弘　社会奉仕委員長
　９月26日11時より移動例会となり
ます。「友好の森」整備を行いたいと
思います。皆様に出欠の案内文を出し
たいと思います参加宜しくご協力お願いします。

岩原　道直会員：先週の野遊会あり
がとうございました。山口委員長は
じめ親睦委員の皆様ごくろう様でした

中野　尊仁会員：ソフトボール大会にご参加いた
だきありがとうございました。リングプル・古切
手を寄付いただきありがとうございました。

小田　衣代会員：誕生祝ありがとうございます

川西　　悟会員：おたんじょう祝ありがとうござ
います。これからもよろしくお願いします。

山口　陽史会員：先日の野遊会、雨にも降られず
無事開催することが出来ました。
会長、幹事はじめご参加頂いた会員、ご家族の皆
様、萬副委員長、浜名副委員長、親睦委員会の皆
様のご協力の賜物です。あらためまして感謝申し
上げます。次は年末家族会よろしくお願いします。

■ニコニコ献金　　　　　　山口陽史会員

■会務報告　　　　　　松田英明　幹事

■お祝い　

1366 回皆様こんにちは
先週の野遊会、たくさんお集まり頂いてありがとうございました。
山口委員長はじめ親睦委員の皆様には 3 年ぶりの楽しい会を企画運営して頂き、
ありがとうございました。
特にあのゲームはとても盛り上がり楽しかったと思います。
足寄ロータリーからも佐藤会長以下 7 名の皆様にお越し頂き、楽しい時間を過
ごしていただけたと思っております。
また野辞会より少し前、朝 6 時よりロータアクトの 12 時間ソフトボールがあり
ました。中野委員長はじめご参加いただいた会員の皆様、お疲れ様でした。けが
人を出すこともなく終われて良かったと思います。また、リングプル、古切手も
たくさんありがとうございました。両方で 40kg 近く集まったと聞いておりま
す。
さて、野遊会も終わり、いよいよ来月は旭川にて地区大会でございます。
当初、幹事とは久しぶりにバスを出して楽しくやろうと考えておりましたが、こ
んな時期でございます。少人数での移動でお願いしようという事になりました、
今回の地区大会は少し変則的で日曜日が本会議、本大会となっております。
翌日日曜日が祝日となっているため、本退会終了後に大懇親会でございます。
大懇親会終了後に南クラブの懇親会も用意してございます。
さて、今日は識字率向上月間ですが、識学率とは、文字の読み書きや文章を
理解できる能力のある人の割合のこ

とで
すが、日本の識学率が 100％じやないのはご存じでしょうか？

日本の識学率が 100％じやない理由は、戦中、戦後に子供時代を過ごした世代の
識学率が低いためと言われています。
現在は義務教育が行き届いているため、子供や若年層には非識字者はほとんど
いません。一方で、令和 2 年度の識字率が 99.96％で 100％に満たないことの文
部科学省の発表があります。
もちろん小学校に通っていないからといって、文字の理解や読み書きができな
い子供たちがいると言う訳ではありませんが少なからず、小学校に通っていな
い子供がいて、100％の識字率ではないという事だそうです。
また、世界にはいまだに 7 億 7500 万人の非識字者がいるとの事であります。
最後になりましたが、会員増強のご協力をお願いしまして。．
挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。

 100％
 65.7％

ですが、日本の識字率が 100％じやないの
はご存じでしょうか？
日本の識字率が 100％じゃない理由は、戦
中、戦後に子供時代を過ごした世代の識字
率が低いためと言われています。
現在は義務教育が行き届いているため、子
供や若年層には非識字者はほとんどいません。
一方で、令和 2 年度の就学率が 99.96％で
100％に満たないことの文部科学省の発表
があります。もちろん小学校に通っていな
いからといって、文字の理解や読み書きが
できない子供たちがいると言う訳ではあり
ませんが少なからず、小学校に通っていな
い子供がいて、100％の識字率ではないとい
う事だそうです。世界平均は 78％ちなみに
日本は 99.0％世界 28 位です。また、世界
にはいまだに 7 億 7500 万人の非識字者が
いるとの事であります。
最後になりましたが、会員増強プロジェク
トのお蔭で今日一人理事会で承認されまし
た。皆さんのお手元に届くと思いますので
承認お願いします。

■就任あいさつ　

■プログラム　

（１）帯広南ＲＣ、9月19日（月）
　　　の例会は祝日のため休会と致
　　　します
（２）RI第2500地区大会（旭川）開催のご案内
　　　日　時　10月8日（土）～10月9日（日）
　　　場　所　旭川市民文化会館　他　※詳細は別紙参照

　≪大会1日目　8日（土）≫

　≪大会2日目　9日（日）≫

※登録料：14,000円、記念親睦ゴルフ：5,000円、会員研修セミナー：3,000円

　

中野　尊仁　青少年奉仕委員長
　8月28日のチャリティーソフトボー
ル大会では多くの方に参加頂きました。
古切手・リングプル寄付もたくさんい
ただき、アクトの担当者も驚いていまし
た。ありがとうございました。

岩城　茂樹会員 起業祝
　アグリプロを起業しました。
ドローンの農薬散布、農産物販売、
加工など主としてやって行きたいです

水戸部公平会員　新工場落成祝
　当社も創業50周年の記念の年に
当たりまして工場・本社を建て替
えました。

武田　啓司会員　新社屋落成祝
　社屋が老朽化していまして建築
業ではありますが床が傾いていた
りしていましたので一新させて頂
きました。

明口隆光　広報・クラブ会報副委員長
三つのお願い
・例会欠席の連絡を・・・
・研修会でグループで日時・場所が
　決定したら事務所へ連絡を・・
・17年前に作りました会計マニアル
　をさがしています

■委員会報告

■誕生祝

所　紀夫　広報・クラブ会報委員長
　広報・クラブ会報委員会は実質的
には明口副委員長がすべて担ってい
ます。これからも私を当てにせず、
今までのまま皆さんにはお許しいた
だきたいです。

2022.9.5


