Weekly Report

ます。
最後にいつものちはやぶる、
「有明の・つれなく見えし・別れより・暁ば
かり・うきものはなし」
■会務報告

水戸部公平

幹事

■委員会報告
高橋 禎 米山金奨学委員長
奨学生の崔楊さんは先月他クラブ
訪問をし、市内他 4 クラブを回りま
した。
杉山玉夫 ロータリー財団委員長
北見で行われました財団セミナー
に参加し、ロータリー財団 100％表
彰バナーを頂きました。

白岩征之 ゴルフ同好会会長
10 月 25 日をもちまして今年度の
活動を終了致しました。
3 月 3 ～ 5 日に千葉県木更津でゴルフ
コンペを予定していますので参加希望
者は連絡下さい。
■ニコニコ
遠藤 丈会員
土井 清夫会員：結婚祝いありがと
うございました。
貴戸 政則会員：結婚祝いありがと
うございます。
鈴木 恵子会員：誕生祝をありがとうございまし
た。
清原三枝子会員：北見での財団委員会補助金セミ
ナー行って勉強してきました。
竹部 義弘会員：結婚祝い有難うございました。
一色
貢会員：マージャン大会で勉運の日でし
たので優勝しました。

■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：日高信金広尾支店２F（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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2016-2017年度国際ロータリー・テーマ

人類に奉仕する
ロータリー

� 会員卓話
� 小森豊弘会員

（１）帯広南ＲＣ、年末家族会開催
のご案内
日 時 12月5日（月）
午後6時30分
場 所 北海道ホテル
（２）帯広南ＲＣ、年次総会開催のご案内
日 時 12月12日（月）午後0時30分
場 所 北海道ホテル
（３）岐阜南クラブの周年行事ですが参加確認表
をに回しておりますご記入お願いします

■プログラム 「会員卓話」
小森豊弘会員
自己紹介をします
昭和 49 年 10 月 6 日生まれで妻と長男 10 歳、次
男 8 歳の 4 人家族です。
芽室町出身で 3 人兄弟の長男として生まれ、私の
祖父が今の芽室郵便局の場所で小森菓子店を営ん
でおり、和菓子、モチを造っていました。
今でも芽室で小森菓子店の孫と言うと思いだして
もらえるお店でした。
芽室西小学校、芽室中学校へ中学の先輩で有名な
のが横綱だった大ノ国、そして一つ先輩に TBS の
安住紳一郎さんがいます。安住さんは中 3 の時生
徒会長をしていました。
高校は清水高校で卒業後は札幌経理専門学校に進
み 2 年間勉強し、簿記他事務関係の資格を数々取
り、札幌で就職し最初は海産物珍味などの会社の
事務をやっていましたが 2 ヶ月後に営業へ 3 年ほ
ど続けていましたが生活苦となり退社し、建築関
係のバイトをしていましたがその会社が廃業とな
り、その後帯広に帰って来ましたがしばらくは職
安に行っただけで仕事をした気分になってしまい
2 ヶ月ほど親の世話になっていましたが、アルバ
イト情報にダスキンのルート配送の募集を見てア
ルバイトとして入りました。半年後には社員とな
りました。
マット交換などダスキンのイロハをおそわりまし
た。マットとはいえ小さいものから大きなものま
であり、色もたくさんありモップ・浄水器もあり、
種類だけでも 100 ～ 200 もあり以外と頭を使う職
業だなと思っています。
営業・お客様への対応は当時小川が営業部長でし
たので教えていただき一緒に営業を回りました。
基本軽自動車で動いていますので小川のルートも
引き継ぎましたのでうまいさぼり方、軽自動車の
狭い空間での昼寝の仕方などすべて小川に教えて
いただきました。
私の中での転機というのが当時の社長が倒れて当
時は西帯広支店にいましたがそこの支店長も同じ
時期に倒れて運営上大変な時が一時期ありました
その時期に配属になった人の頑張っている姿をみ
て自分はだらだらと日常業務だけで終わっている
のだろうと思ったのがきっかけで今があると思い
ます。
芽室町商工会議所青年部に所属していた経緯もあ
り、6 月に小川が札幌に行くこととなり退会する
からロータリークラブに入らないかとお誘いを受
け 7 月に南ロータリークラブに入会させていただ
きました。
これからはロータリークラブをより理解し皆さん
とともに活躍できるよう頑張りますので今後とも
よろしくお願いします。

2016-2017年度 RI会長
ジョンF・ジャーム

2016年11月

ロータリー財団月間
会長
方針 ロータリーの今を楽しみ・積極的に参加しよう

■会長挨拶
小川芳勝 会長
昨日北見で行われたロータリー財団管理セミナー
に行って頂いた出村エレクト始め関係者の皆さん大
R I 2500地区
変ご苦労様であり又ありがとうございました、私も
帯広南ロータリークラブ
一昨年旭川にいったのを思い出し一年が早いな～と
創立平成2年4月23日
思うのと次年度の準備も少しずつ始まるのかな～と思います。
会
長 小川 芳勝
今日は何の日～世界テレビ・デーだそうです、テレビと言う
副
会
長 花房 浩一
と今や家庭でも一人に一台の時代になりました、生活の中でな
副
会
長 三浦 静子
くてはならない物となっています。私の物心つく 10 歳の頃は
幹
事 水戸部公平
田舎のけして裕福とは言えない農家の分家の長男として生まれ
会
計 後原 昌一
てきたので、テレビもないラジオもないたまに来るのは紙芝居
Ｓ
Ａ
Ａ 宮本 建治
とまったく吉幾三と同じ環境で、部落の近隣でテレビを買った
農家にみんなで見に行って大鵬対柏戸の相撲が今でも目に焼き
広報・クラブ会報委員長 小林 佳奈
付いています。白黒テレビで横にじらじらと線が流れるんです。
広報・クラブ会報副委員長 遠藤 嗣延
高度成長期がはじまった頃ですかね
委
員 大玉 公輝
再来週毎年恒例の年末家族会です、親睦の掛村委員長筆頭に親
明口 隆光
睦委員会がいろいろと準備真っ最中です、沢山のご家族の参加
ホームページが新しくなりました
お待ちしています。
http://www.obihirominami-rc.com
先週スーパームーンの月の話で 68 年ぶりの 3 倍の大きさに
なると言いましたが、いろいろな方に助言を頂き正しく 1.14
・例会日／月曜日
倍の大きさで、明るさが 1.3 倍だそうで訂正させていただきま
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

8月平均出席率

■2500地区2016年 8月
平均出席率 80､3％

88.7％

■帯広5RCクラブ出席率
11月21日

31,000円

累計

436,000円

帯 広ＲＣ 82.6％
帯広北ＲＣ 76.0％
帯広南ＲＣ 88.7％

8月

帯広東ＲＣ 75.2％
帯広西ＲＣ 77.2％

