Weekly Report

■会務報告
阿部公夫 幹事
（１）第2500地区大会開催のご案内
10月6日（金）ゴルフ
10月7日（土）本会議
網走市民会館
■委員会報告
高木啓市 青少年奉仕委員長
・8 月 20 日 帯広ロータアクトクラブのソフトボ
ール大会開催
・9 月 2 日～ 3 日 ライラセミナー
松田英明 ゴルフ同好会
・8 月 20 日 会長杯開催

清原三枝子会員：地区グローバル補助金委員と
して網走での会議に行ってきました。
行きは5時間半かけＪＲで湿原の「旅」をしてき
ました。帰りは会長の車で‥感謝
高橋 勝実会員：今年度広報クラブ会報委員会
委員長として一年間がんばりますので皆様のご協
力の程よろしくお願い致します。
西保
剛会員：今年度、会員増強・職業分類
委員会委員長となりました。皆様の温かいご協力
をよろしくお願いします。
徳江 孝一会員：今年度は米山記念奨学委員長
を仰せつかりました。皆様のご協力をお願い致し
ます。
萩原 一利会員：毎年行っている萩原建設謝恩
コンサートも第30回を迎え7月22日に700人弱のお
客様を迎え開催しました。今後もご支援宜しくお
願いします。
田所 義国会員：ついにやりました。
12000分の1ホールインワンあとはやすらかに眠り
ます。同伴の杉山夫婦に感謝！
澤田
一会員：7月27日幕別百年記念ホール
での円楽・昇太・たい平のブラック団落語会は満
員のお客様のご協力に感謝してニコニコです。
所
紀夫会員：組織の長になりましたのでと
りあえずニコニコ
小森 豊弘会員：息子2人の夏休み自由研究が
終わりました。ホッとしてニコニコです。

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内
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■プログラム
宮本建治 ロータリー財団担当理事
このたびロータリー財団、米山記念奨学の理事
になりました。寄付ありきの委員会で皆様の協力
よろしくお願いします。
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

高橋勝実 広報クラブ会報委員長
私は入会して 10 年ですが広報は始めてでとても
緊張しております。副委員長はじめ委員の皆さん
と一丸となって頑張っていきたいと思います。
松田英明 職業奉仕委員長
非常に緊張しておりますが一生懸命やらせてい
ただきます。お互いの職業を理解しビジネス交流
図ることは奉仕活動の原点です。

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

池田正義 国際奉仕委員長
奉仕活動を理想に掲げるロータリーで国際奉仕
を担当させていただきます。
高木啓市 青少年奉仕委員長
「夢と友情を育もう」が会長方針でもあります。
アクトの活動は若者たちが夢を持って頑張ってい
けるようにサポートして参りたいと思います。
西保 剛 会員増強・職業分類委員長
クラブ活動が活性化していくために常に一定の
会員数を確保すること、純増 2 名をと思っており
ます。一年間宜しくお願いします。
徳井裕昭 ロータリー情報委員長
ロータリーを理解して頂き、ロータリーに親し
んで頂き奉仕活動して頂きたい。
小田桐秀敏 プログラム委員長
入会 3 年目で大役を仰せつかりプレッシャーを
感じております。会長方針に沿ったプログラムを
考えていきたいと思っています。

2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー

2017年7月
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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

水戸部公平 ロータリー財団委員長
ロータリー財団は今年集めた寄付金は 3 年後の
補助金として活用されます。一人 100 ドルを目標
に一年間宜しくお願いします。

会

徳江孝一 米山記念奨学委員会
米山記念奨学は日本独自の制度です。皆さんの
寄付だけで成り立っています。10 月が強化月間で
すよろしくお願いします。
阿部公夫 幹事
幹事の役割は会を滞りなく潤滑に運営すること
だと思います。皆さんの意見に沿うように運営し
たいと思います。皆さんのご協力お願いします。
清原三枝子 地区のグローバル補助金小員会
財団セミナーに参加してきました。財団を理解
して頂く事、自分の勉強したことを皆さんにご報
告します。活動の原点は寄付です。現在地区補助
金の申請は 19 クラブで確実に増えてきています。

■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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■ニコニコ献金 澤田智治会員
出村 行敬会員：先週の成瀬ガバ
ナーを迎えてのクラブ協議会と例会
が無事に終わりホッとしています。
これも皆様方の暖かい御支援のたま
ものと深く感謝を申し上げます。
ありがとうございました。
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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
最近は朝がなんとなくさわやかな空気でやる気が
出て仕事にも力が入る季節になって来ました。
先週のガバナー公式訪問ではガバナーが南クラブの
印象を話されていました。会員 77 名の大さと女性
会員 9 名と更に来年度の会長が女性ということ大変感心してお
りました。又、うらやましいような事もおっしゃっていました。
活動では十勝地区障がい者水泳大会の応援と寄付そして 13 年
も継続していることにえらく感銘を受けておりました。
その他、帯広の森・とてっぽ通りの整備、おびひろ動物園の花
壇整備など心からおほめの言葉を頂きました。
ガバナーのお話で心に残ったのは
胸のバッジはステータスだけでなく奉仕を行う事がロータリア
ンとしてのほこりで精神の支えになっている証しなのだと話し
ておられました。
報告ですが
臨時総会の議案で名誉会員に関する南クラブの規則規定条項追
加について検討委員会を新たに設けることとなり、理事会で細
則検討委員会を経ちあげる事に致しました。メンバーは小田エ
レクトを委員長に徳井会員、柴田会員、田所会員、森田会員、
武田会員の 6 名となりました。しっかり検討して頂き 10 月末
までに作成をいただきたいとお願いします。
■出席状況報告
5月平均出席率

■2500地区2017年 5月
平均出席率 80､2％

86.8％

■ニコニコ献金
7月31日

41,000円

■帯広5RCクラブ出席率
累計

144,000円

帯 広ＲＣ 76.0％
帯広北ＲＣ 77.0％
帯広南ＲＣ 86.8％

5月

帯広東ＲＣ 83.5％
帯広西ＲＣ 81.9％

