Weekly Report

■ニコニコ献金
野田和宏会員
徳井 裕昭会員：南クラブ創立30周
年記念事業お世話になります
山本 信仁会員：あれから丸4年が過ぎ、まだこの
世に過ごさせて頂きニコニコにこにこです。
あと何年過ごせるか楽しみです。
三浦 静子会員：海外法人登記も無事終わり 又、
介護事業もはじめての事に挑戦しニコニコです
■クラブフォーラム
小川芳勝 クラブ研修委員長
30周年事業について実行委員会が
3部会構成をしていただきましたので
その3部会に分かれて研修会をしていた
だきました。今日は研修会で話し合われた内容を発
表していただきます
徳井 裕昭 創立30周年記念実行委員長
研修会にて総務・式典部会 祝賀・懇親部会
記念事業記念誌部会とそれぞれ研修会を開いていた
だきありがとうございます。
皆さんにご協力頂き武田年度の大きな事業として恥
ずかしくない事業を成功させなければならないと考
えております。
あと5か月後の話ですが、皆さんのご協力を頂きま
して成功裏に終わらせたいと思います。
この研修会では各部会で記念事業への熱意を新たに
それぞれの活動内容と情報を提供していただきたい
と思います。
今回のサブテーマは「30年の歴史に感謝 共に歩も
う未来へ」としました。

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内
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4月23日（木）午後5時より式典その後記念祝賀会と
いたします。
式典では会長の歓迎挨拶から来賓客の祝辞に始まり
祝賀会には力を入れ、楽しい祝賀会を目指しており
ます。楽しいアトラクションも企画しております。
招待者は地区ガバナー、ガバナーエレクト、帯広市
長、6分区会長幹事にとどめておき、足寄クラブと
岐阜南クラブに招待のご案内をしようと思います。
式典には奥様のご参加お願いします。
後世に残る記念事業と考えています。只今、建築中
の総合体育館正面玄関に野外ソーラー式電波時計を
寄贈する計画を立てています。多くの市民の目に止
まる場所に設置します。
2年後のグランドオープンには設置される予定です。
設置終了しましたらお披露目例会をお願いしたいと
思います。
記念誌についてはロータリー事務所移転に伴い30年
の歴史的資料が引っ越しにより不明とならないよう
に実行委員会が先頭になって進めていきたい
皆さんのご協力を得ながら無事成功裏に終わらせた
いと思います。
研修会での発表
第１班 総務・式典部会
進藤直哉会員
当日は式典担当いたします。
厳正な式典を段取り良くしていきたいと思います。
皆様のご協力を得ながら粛々と進めていきたいと思
います。
第３班 記念事業記念誌部会
小田衣代会員
ソーラー式電波時計を総合体育館
正面玄関と駐車場から見える位置に取り
付けが２年後になりますので発注もしておりません
記念誌はDVDを作りお配りすることになりました。
集合写真・スナップ写真の撮影していただきます
来賓のおみやげも大体決まりました
当日は他の部会のお手伝いをいたします。
第２班 祝賀・懇親部会
小川芳勝会員
当日は楽しく盛り上げれるように
願っています

11

第1286回例会
201 9. 11 .25

2019 November

第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

2019-20年度国際ロータリー・テーマ

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20年度 RI会長 マーク・ダニエル・マローニー
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
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ホームページが新しくなりました

http://www.obihirominami-rc.com

■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）
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
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
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
帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

Weekly Report

�
�
��������
徳
井
裕
昭
三
�
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
長
�

■会務報告
高橋勝実 幹事
（２）帯広南RC、年末家族会開催の
ご案内
日 時 12月1日（日）午後6時
場 所 北海道ホテル
※尚、12月2日（月）の繰り上げ例会
と致します
（３）帯広南RC、年次総会開催のご案内
日 時 12月9日（月）午後0時30分（例会時）
場 所 北海道ホテル
■委員会報告
佐伯 大輔 親睦活動委員長
12月1日（日）6時より年末家族会
を開催します例年より30分早いスタ
ートですのでお間違えないようお願
いします。写真撮影を申し込まれた方は
5時過ぎから5時30分までにお越しください。
親睦委員会一同お待ちしております
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・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4F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

〜南クラブ30年の歴史に感謝し、
更なる魅力のあるクラブにしよう〜

会長方針

クラブフォーラム
■会長挨拶
武田啓司 会長
皆さんこんにちは。
財団月間であり、先週は行木地区補助金委員より、
補助金のご説明があり、それに伴いポリオについ
ての RI よりメールがきました。
ロータリーは、30 年以上前より 268 億円拠出し、世界のポリ
オ撲滅に力を注いだ結果、アフガニスタンとパキスタンを残し
て撲滅いたしました。根絶までもう少しの所にきています。し
かし、遠隔地、不十分な公共インフラ、戦争といった背景もあ
り難しい状況がありますが、100 パーセントをめざして押し
すすめて頂きたい。私達ロータリアンは、ポリオ撲滅資金とし
て地区分担金として毎年一人 2，000 円納めています。
私は、あまり意識をそこに持っていませんでしたが、ロータリ
アンでいること、微力ではございますが人の為になっているこ
とが、今一度、誇りに思ってもいいのではないでしょうか？
私もそうでしたが、入会浅い会員さんは、米山寄付、財団寄付
をあまり理解してないかもしれませんが、荏籍（例会出席）と
ともに、世界中のどこかで価値あることに、貴重な浄財が使わ
れていますのでご理解の上、年次寄付、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。
■出席状況報告
9月平均出席率

■2500地区2019年 9月
平均出席率 76､4％
■帯広5RCクラブ出席率

67.6％

■ニコニコ献金
11月18日

30,000円

累計

184,765円

帯 広ＲＣ 70.6％
帯広北ＲＣ 61.5％
帯広南ＲＣ 67.6％

9月

帯広東ＲＣ 84.6％
帯広西ＲＣ 78.3％

