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ベネファクター
宮本建治会員

■委員会報告
松田 整 社会奉仕委員長
次週の例会は社会奉仕委員会が
担当です。空手道とは～と題しま
して卓話をお願いしています。
白岩征之 ゴルフ同好会会長
同好会も先月 24 日ですべての
1 年間の行事が終了致しました
役員の皆さんに助けていただき
有難うございました
佐藤みゆき 親睦活動委員長
先ほど会長の話にもありました
12月3日の家年末家族会オークション
の品物をよろしくお願いします
佐藤和年 会長ノミ選考委員員長
武田会員を推薦いたします。

■ニコニコ献金
佐伯大輔会員
白岩 征之会員：ゴルフ同好会の
一年間の行事はすべて終了しました。
ご参加ご協力ありがとうございました。
伊藤 儀三会員：結婚祝いをありがとうござい
ました。
柴田 博美会員：結婚祝いをありがとうござい
ました。
谷藤 正則会員：結婚祝いをありがとうござい
ます。29年目となります離婚の危機はないと私は
思ってます。・・残念（部外者）

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

■プログラム
木村 誠 ロータリー財団副委員長
ロータリー財団寄付金の使われ方
について地区委員でもあります清原
会員にお願いします。
RI第2500地区グーバル補助金小委員会
清原三枝子委員
「ロータリー財団寄付金の使われ方
～グローバル補助金て？～」
皆さんのお手元に財団の寄付今日のレートです
ので 11,400 円あれば皆さんが気持ちよく出して
頂くためにお話しさせていただきます。
皆様方の御手元にシェアシステムというプリント
がありますが、これは地区委員長のほうから解り
易く出来るものが有るという事でこれを送って頂
きました。
皆様方が寄付をするときは年次基金（シェア）へ
の寄付となります。寄付をすると 3 年間寄付を受
けた側が運用しましてそこからでた益金で運用し
ていく運営費にあたり、3 年後に地区に戻ります。
地区でいくらの寄付があったかそれが 3 年後に地
区に戻ってきたものを二つに分けて地区補助金と
グローバル補助金となります。
地区補助金を当クラブで初めて使ったのが 2014 ～
15 年でインドネシアスンバ島の小学校 3 校に本を
寄付をした事があります。遠藤会員、鈴木会員、
池田会員、清原の 4 名が行ってまいりました。
何か栄養になるようなおやつを持って行ってあげ
たいと十勝の素材で作られてものと思い、じゃが
ポッキーを 1000 個持っていきました。4 人の荷物
はおやつとけん玉でいっぱいでした。同じものを
数多く持って行くと問題となるのでガバナーの証
明書などいろいろ持って行きましたが問題もなく
通ることが出来ました。2015 ～ 16 年度の時は運
動用具を持って行きましたその時は税関で引っ掛
かりました。いろんな事がありましたがこれは地
区補助金を使って行った事業です。
11 月 26 日に地区の財団セミナーありましてそ
こに必ず出席をしておかないと地区補助金の申請
が出来ないとなります。
来年度の地区補助金を使うためにはそこで必ず出
席しておくこと、地区補助金の申請日は 5 月 30 日
になります。
グローバル補助金は
地区補助金と違って相手の国あって、相手の国の
ロータリークラブがあり、サポートクラブがなけ
ればできないのです。
補助金に使われるのが、私達の寄付金であること
次年度の財団委員長は誰になるか解りませんが、
地区補助金をつかって自分たちのお金が生きたお
金となるように補助金の使い道を考えましょう。

■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
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

� 清原三枝子委員
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■会務報告
阿部公夫 幹事
（１）帯広南ＲＣ、夜間例会開催の
ご案内（クラブフォーラム）
日 時 11月27日（月）
午後6時30分
場 所 北海道ホテル
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2017-2018年度国際ロータリー・テーマ

ロータリー：
変化をもたらす
2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー
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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

RI2500地区
帯広南ロータリークラブ
創立平成2年4月23日
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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

会長方針

ロータリー活動で夢と友情を育もう

■会長挨拶
出村行敬 会長
11 月に入り寒くなってきました。十分車の運転に
は気を付けてください
日本シリーズもソフトバンクにきまり大変盛り上が
りました
第 14 回障がい水泳大会に十勝地区障がい者懇話会の真田さん
には 9 月に講演を頂き、その時クラブから寄付をさせていただ
きました。その御礼状が届いております
先日北海道ホテルで堀江貴文様の講演があり参加しました。
演題は大樹での「今後の宇宙ビジネス」と十勝には気になるお
話でした。次回の打ち上げは来春を目指すと示しました。
人工衛星の打ち上げは世界各国で未来のビジネスにつながると
いう事です。あそこでロケットを打ち上げてどうビジネスにつ
ながるか疑問でしたが、皆様方が低料金で宇宙に行けるとした
ら行くでしょう。そういうことを目標にやっているということ
でした。十勝はその過程において世界の衛星メーカーなどの人
が間違いなく十勝に来るようになり家族まで含めると万人規模
の産業を十勝に持って来る事が出来、観光客・見学者が多くなっ
て波及効果がある。目標に登る方法はたくさんありますが選ぶ
のはあなた方ですよ商売の考えにも通じるような話をしていま
した。
皆様方にお願いですが
年末家族会のときのオークションにご協力ください
■出席状況報告
6月平均出席率

■2500地区2017年 6月
平均出席率 81､2％

82.9％

■ニコニコ献金
11月6日

14,000円

■帯広5RCクラブ出席率
累計

296,000円

帯 広ＲＣ 77.3％
帯広北ＲＣ 76.0％
帯広南ＲＣ 82.9％

6月

帯広東ＲＣ 82.5％
帯広西ＲＣ 84.6％

