
例会
案内

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

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　　　■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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2018-2019年度 RI会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう
2018-2019年度国際ロータリー・テーマ

・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

http://www.obihirominami-rc.com
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■2500地区2018年　5月
　平均出席率 79､4％

■帯広5RCクラブ出席率 　5月
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第1233回例会
 

会長方針 ロータリーを居心地の良い場所にしよう。
そして温かい関係をもたらそう。

2018.7.9

Weekly Report

ホームページが新しくなりました

■ニコニコ献金　　　　　伊藤儀三会員
　　先週の第一回の例会はたくさんの方々のお祝いと激励を頂き、
感謝申し上げます。 女性活躍という事で期待されている事を
真摯に受けとめ、 皆さんのご協力をいただきながら皆で力を合
わせていきたいと思っています。 どうぞ宜しくお願いいたします。
この梅雨前線の影響で日本中が水害に襲われ、 今朝のニュース
を見ましたら岡山の倉敷では被害者の着替えが足りないという事で市長が
呼びかけておりました。 ここでは約 8000 人が非難されていてうち 4600
戸が 2 階まで水に浸かったそうです。 なにも持たずに避難したことで大変
な思いをされています。 広島では交通が寸断され孤立が続き陸の孤島と
なっているところがあるとニュースで云っていました。 私達も十分気をつけな
いといけないなと思いました。 タイの洞窟では子供たちが大変でしたが今
日 4 名が救助されたということでちょっとホッとしています。
先日 6 月 28 日足寄ロータリークラブの最終例会に行ってきました。
南クラブからは出村前会長、 阿部前幹事、 私小田と森田幹事、 小川芳
勝さん、 武田会長エレクト、 高橋勝美副幹事、 遠藤嗣延さん、 の 8 名で
参加してきました。
この日は家族会も兼ねていて、 例会後ビンゴゲームで楽しい時間を過ごし
ました。 足寄ロータリークラブが 3 つの継続事業を行っていることを皆さん
にお伝えしたいと思います。
1 ・ クリスマスに保育園の園児にプレゼントを渡している 約 240 名 
　　2 歳～ 5 歳まで　クッキー
2 ・ 小学入学時の児童に防犯ブザーを贈呈 　足寄全部 50 名ほど
3 ・ ラワンふきの販売で売り上げを社会福祉協議会や教育委員会などに希
　　望を聞いて物品で寄付をしている。 ふきは農協から趣旨を理解してもら　
　　い、 無料で提供してもらっている。

■プログラム　　　　　「就任挨拶」

　仲村　　晋会員：女性会員の活躍
を期待しています頑張ってください。
　高橋　　禎会員：出席委員長を担当
する事になりました高橋です。一年間宜
しくお願い致します。
　松田　　整会員：本年度プログラム委員長を担当
させていただきます、皆様よろしくお願いします。
　岡田　佳奈会員：今年度は委員長です。親睦メ
ンバーの皆さんと笑顔ニコニコの委員会にします。
　杉山　玉夫会員：誕生祝いありがとうございます。
念願の親睦委員になれてニコニコです。
　伊藤　儀三会員：ニコニコの発表させて頂きあ
りがとうございました

■会務報告  　　　  　　　森田かおる　幹事

　　　　　　　　　

　

（１）帯広南ＲＣ、7月16日（月）の
例会は、祝日のため休会と致します。

（２）帯広南ＲＣ、7月30日（月）の
例会は、休会と致します。

　　　　　

◆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

■ニコニコ献金
　7月9日 　30,000円　　累計 　144,000円

■出席状況報告
　5月平均出席率　75.5％
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■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　小田衣代　会長

　小田　衣代会員：今年度の会長として本日第一
歩をふみ出します。一年間楽しいクラブと思って
頂けますようガンバリます。皆様のご協力ご支援
宜しくお願い致します。
　武田　啓司会員：会長候補者に指名された人から
本日より会長エレクトの役職を与えられました品行方正
な人になります。
　出村　行敬会員：暖かい南ロータリーの皆様一
年間大変お世話になりありがとうございました。
お蔭様で世間知らずの私でしたが貴重な経験をさ
せて戴き改めて感謝申し上げますこれからも宜し
くお願いします。
　鈴木　恵子会員：副会長を拝命致しましたどう
ぞ宜しくお願い致します。
　佐藤みゆき会員：本年度副会長を拝命致しまし
た。一年間どうぞよろしくお願い致します。
　森田かおる会員：小田年度スタート致しました。
未熟者ではございますが精一杯頑張ります皆様の
御協力お願い致します一年間温かく見守って下さい
　佐々木信弘会員：今年一年よろしくお願いします
　岩原　道直会員：この度会員増強・職業分類理
事・委員長を仰せつかりましたご協力よろしくお
願い致します
　花房　浩一会員：今年度ロータリー情報委員会
・プログラム委員会の担当理事としてよろしくお
願いします
　西保　　剛会員：野田さんの承認ありがとうご
ざいます
　清原三枝子会員：今年度会場監督を務めさせて
頂くことになりました。一年間よろしくお願い致
します
　掛村　真二会員：小田会長森田幹事の元社会奉
仕委員長を務めさせて頂きます一年間よろしくお
願い致します
　佐藤　和年会員：情報委員会の担当になりまし
た。一年間宜しくお願い致します。
　土井清夫会員：小田衣代新会長の元に新執行部
の大いなる活躍を期待して・・頑張ってください！
　貴戸政則会員：いよいよ待ちに待った小田会長
年度のスタートおめでとうございます。一年間楽
しみに例会に出席させていただきます。私は一会
員として小田会長を支え応援して参ります。
　進藤直哉会員：青少年奉仕委員会を担当させて
いただきます一年間よろしくお願いします。
　白岩征之会員：小田会長の船出を祝します又、
野田和宏会員の入会を祝します
　小川芳勝会員：南ＲＣ初の女性会長就任おめで
とうございます一年間頑張ってください
　阿部公夫会員：なにわともあれニコニコです
　伊藤儀三会員：小田会長の船出お祝い申し上げ
ます。あこがれの親睦委員会に配属ありがとうご
ざいます。
　濱名喜久雄会員：二度目のホールインワンをし
てしまいました。十勝CC12番198ヤードで残念ニ
コニコです。
　宮本建治会員：親睦委員会の副委員長として努
めさせて頂きます一年間宜しくお願い申し上げます。

■委員会報告　
進藤直哉　青少年奉仕委員長　
・筏下りはアクトの行事があり不参加
・ソフトボール大会は 8月 26 日
・ライラセミナー　9月 1日～ 2日
 士別で開催

岡田佳奈　親睦活動委員長
　家族野遊会 8月 26 日に焼肉ガーデ
ンまくべつで行います。
パークグルフと焼き肉で楽しい一日
を過ごしたいと思います

武田啓司　会長エレクト
　来年に向けて今年度は前に出ない
ようにやっていきたいと思います。
一年、皆さんが楽しめるように執行
部の一員として頑張っていきたいと思います。

第6分区ガバナー補佐　
　曽根　　一様：年度初め第1例会に
お邪魔しました。ご多用の中恐縮です。
よろしくお願い致します。

■ニコニコ献金　　
　　7月2日分　　　　宮本建治会員

また、 足寄町では町が高校生のために無料で塾を
やっている。 大学進学率を上げるためですが又、
足寄高校に入ることを条件に中学 3 年生も塾に通
う事が出来るそうです。
南クラブも継続事業として障害者の水泳を応援して
おります。
この様にロータリーは奉仕の理念を例会で学び、 そ
の心をもって自分の職業や地域社会においても自ら
が先頭に立って社会奉仕をするところだと思います。
その学びの場が例会だと思いますので、 その例会
を楽しんでいただきたいと思います。

　　　決算報告　　　　　　　　　　　予算案　　　　　　　
進藤直哉　前年度会計　　　　　　三浦静子　会計


