Weekly Report
■会務報告
水戸部公平 幹事
（１）帯広南ＲＣ、移動例会開催の
ご案内（植栽）
日 時 5月15日（月）
午前11時20分集合
（雨天決行）
場 所 帯広動物園内（緑ヶ丘2番地 24－2437）
持ち物 軍手・移植シャベル
作業しやすい格好でお越しください
■委員会報告
阿部公夫 副幹事
次年度クラブ協議会があります
午後 5 時 30 分より北海道ホテルで
行います宜しくお願いします。

小笠原達也 社会奉仕委員長
来週は動物園での移動例会で
午前 11 時 20 分集合 雨天決行
正門前が集合場所となっております
駐車場は正門前が 80 台くらいです
ので南口も利用して頂きたく思って
おります。持ち物は軍手・移植ゴテ
■ニコニコ献金
遠藤 丈会員
澤田
一会員：結婚祝いありが
とうございます確か36年目だと思い
ます。
高橋
禎会員：結婚祝ありがとう
ございます。36年になります。
岩城 茂樹会員：春の農作業も順調に終わりゴ
ルフも好調でニコニコです。
宮本 建治会員：結婚祝ありがとうございます。
あれから38年あっと言う間でした。
佐藤 淳一会員：ゴルフ同好会第一回大会20数
年ぶりに優勝を戴きました。同伴者の皆様に感謝
です。
掛村 真二会員：お陰様で今月1日で大通りの
掛村が開店20周年を迎えましたこれからも頑張り
ます。
佐藤みゆき会員：結婚祝いありがとうございま
した。これからも空気感のような夫婦で進んでい
きます。

高木啓市
プログラム委員長
本日の会員卓話ですが松田英明
会員にお願いします。

「会員卓話」 松田英明会員
自己紹介
入会 1 年 8 か月になります。前回の東京オリン
ピックの年に神戸市で生まれました。
小学校は野球一筋でリトルリーグから阪神タイガ
ースに入れるものと信じてやっていました。
中学・高校は非常に荒れていて校内暴力が話題に
なった時代でした中学はあまり登校していません
でした。中３の時保護観察をいただき保護司が親
身になってくれまして高校にスポーツ推薦で進学
することが出来ました。スポーツでは元気な学校
で野球推薦でしたが不良けが抜けてなくて金髪で
登校したのもで野球部から袋叩きにあいラクビー
部に移籍しまして 3 年間は花園までいきました。
高校の 3 年間は自分の中ではいい時期だった気が
します。
大学はラクビーで推薦が来まして同志社と法政の
体験入部してみることになり 30 分でやめました。
高校の時の倍くらいの練習量で続けることはでき
ないと思いやめました。
大学 3 年の時、留学ビザでアメリカに留学しまし
たが入国が目的でしたので宿舎に入って 3 日で出
まして大学も行っておりません
ロサンゼルスの街中を転々としていましたがター
ニングポイントがあり働かなければという事に目
覚め言葉が出来ませんでしたからリトルトウキョ
ウというところで皿洗いからゴミの清掃車に乗る
などスラム街ばかりですがコミュニケーションを
取ることが出来るようになりました
仕事以外は酒・野球観戦などグータラな生活をし
ていました。当然日本の大学から帰国命令が出て
帰国後単位が足らなくて留年、休学、アメリカに
留学を繰り返し、9 年間大学に所属するという華々
しい経歴です。
日本の駐在員の保険の外交していた時の縁があり
まして卒業後は東京事業部に勤務することになり
ました。
本社が大坂で転勤命令が出されていましたので、
30 歳の 12 月から 3 月にかけて引き継ぎをして 4 月
から大阪勤務という話でしたが、1 月 17 日実家の
２階で寝ていた時、阪神大震災に会いました。
人のためにと考えるようになり震災後一カ月ごろ
東京の仕事に戻りましたがそんなとき北海道が主
催の農業体験センターのチラシを見ました。
「都会の若者来たれセミナー」面白そうだから参加
してみました。小麦のコンバインの映像を見てこ
れだと士幌町の農場に社員として働き 6 年、その
後 1 年半、38 歳で起業しました。
中小企業交友会に入会し、そこでいろいろお世話
になりました。今ここにあるのも皆さんのおかげ
と思っております。奉仕の活動を続けてとかちに
貢献したいと思っております。

■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

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

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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� 松田英明会員
会員卓話

柴田博美 ロータリー情報委員長
第 2 回目の情報集会を行います
5 月 10 日～ 20 日までに宜しくお願
いします。
マージャン大会の結果ですが上位は
北が占め下位は南と負けてしまいま
したが、和気あいあいと楽しく過ご
しました。

■プログラム

2016-2017年度 RI会長
ジョンF・ジャーム

2017年5月

青少年奉仕月間
会長
方針 ロータリーの今を楽しみ・積極的に参加しよう
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ホームページが新しくなりました

■会長挨拶
小川芳勝 会長
ゴールデンウイーク皆さんどうお過ごしでしたか、
私はゴルフざんまいと、焼肉で花見も楽しまさせて
頂きました。
先月の末に（4 ／ 29）北クラブさんとマージャン交
流会をさせていただきました。大変楽しい親睦マー
ジャン会でした、企画して頂いた土井同好会会長並び
に柴田幹事に感謝です。
今月は青少年奉仕月間
帯広にはロータアクトクラブがあります、年々会員数が減って
いて会員増強に苦労しています、親である私たち一人でも多く
の会員増強に協力してあげて下さい。
今日の理事会で私が前々から思っていたことがありまして、活
動計画書の最後のページに仏故会員名簿があるのですがそこに
写真を掲載してほしいお願いをしました、そのことで退会防止
にどれだけ繋げれるかはわかりませんが、退会防止になればと
思っています。

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

3月平均出席率

■2500地区2017年 3月
平均出席率 80､4％

79.7％

■帯広5RCクラブ出席率
5月8日

25,000円

累計

730,000円

帯 広ＲＣ 88.5％
帯広北ＲＣ 76.0％
帯広南ＲＣ 79.7％

3月

帯広東ＲＣ 88.4％
帯広西ＲＣ 85.6％

