Weekly Report
■会務報告
水戸部公平 幹事
（１）帯広南ＲＣ、8月15日（月）の例
会は休会と致します
佐藤和年会員
■ベネファクター

掛村真二 親睦活動理事兼委員長
みんなで楽しい親睦活動をしていきたいと思います。
田所義国 職業奉仕委員長
職業奉仕委員会委員長ということで今年一年お
世話になります。副委員長を委員長代理として前
面に出していきますので宜しくお願いします。

中野尊仁君
推薦者
小田衣代会員
小柴 満会員

加藤 伸 国際奉仕委員長
今年度は十勝で就労している外国人の就労状況を
皆さんに理解して頂く活動をしたいと思います。
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■就任あいさつ
小田衣代 会員増強・職業分類
担当理事兼委員長
今年は 8 名の新入会員がありまして幸先のいい
出発で小川会長の貢献ができたと思っております。
一年宜しくお願いします。
岩城茂樹 クラブ管理運営担当理事
皆さんに迷惑がかかるかとは思いますが宜しく
お願いします。担当委員会共々宜しくお願いします
山本信仁 ロータリー財団担当理事
10 月 11 月には月間が始まります。その時は宜
しくお願いします。

谷藤正則 青少年奉仕委員長
若い世代の奉仕の精神にそった活動をしていき
たいと思っております。
柴田博美 ロータリー情報委員長
ほとんどは活動計画書に明記されています。
高木啓市 プログラム委員長
皆様が積極的に参加して頂けるプログラムを務
めて参ります。
※財団委員長、米山委員長挨拶は次回に掲載
7 月 25 日分
坪坂 透会員
■ニコニコ
国際ロータリー第 2500 地区ガバナー
駒形 曙美様：
渡辺
聡会員：先週名古屋の錦で奉仕担当理事
引き継ぎとミニ委員会に行って
来ました。さすが名古屋の夜は
お高いお店が多かったですが楽
しい時間を過ごせてニコニコ
小林 佳奈会員：今年度広報クラブ会報委員会を
担当させていただきます。南ク
ラブのすてきな魅力を沢山お伝
えしていきますね！
掛村 真二会員：先日のゴルフ同好会コンペで高
橋勝実副委員長の御指導とハン
デ戦のおかげで初優勝させてい
ただきました。これからも精進
します
森田かおる会員：遅くらばせながら 7 月 12－13 日
の五番館ビール祭り無事終える
ことが出来ました事をお礼申し
上げます。ご協力ありがとうご
ざいました。
草野ゆかり会員：入会承認して頂きましてありが
とうございました。これからも
よろしくお願い致します。
門脇 孝雄会員：入会にあたりご承認ありがとう
ございます。入会そうそう結婚
記念のお祝もかさねてありがと
うございます。
小森 豊弘会員：この度は入会承認頂ありがとう
ございました。さらに新入会員
懇親会を開いて頂きありがとう
ございました。今後ともよろし
くお願い致します。

■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
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

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
2016-2017年度 RI会長
ジョンF・ジャーム
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■ニコニコ
佐伯大輔会員
杉山 玉夫会員：今年度ロータリー財団委員長を
仰せつかりました。財団 100 周
年記念成功に向けて皆様のご協
力お願い致します。
谷藤 正則会員：この度、青少年奉仕委員長を仰
せつかりました 1 年宜しくお願
いいたします。
土井 清夫会員：小川会長を初め新役員の皆さん
の御活躍を期待して！ニコニコ
です。
萩原 一利会員：過日（7 月 16 日）毎年行っている
萩原建設工業謝恩コンサートを
行い多くの人が来られました。
29 回目を迎え定着したと思います。
大玉 公輝会員：誕生祝いありがとうございます。
重いカメラを持ちながらまだま
だ映しまわりますのでご協力お
願い致します。ちなみに 78 才
になります。
小柴
満会員：中野さんの入会を承認して頂き
有難うございました。
高橋 勝実会員：年度替わりの第 1 回麻雀競技会
で優勝致しましたニコニコです。
■プログラム
2016 ～ 17 予算報告
後原昌一 会計

例会
案内

第1151回例会

小笠原達也 社会奉仕委員長
社会奉仕委員長を仰せつかりました。活動計画と
して 10 月に行われる障害者水泳大会と環境整備
として動物園の花壇整備を考えております。

■新会員紹介

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
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会員増強拡大月間
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
R I 2500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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http://www.obihirominami-rc.jp/
・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

小川芳勝

会長

東京都知事決まりましたね、初の女性知事ですね、
東京は何といっても日本の中心と言うか顔ですので
小池百合子新知事には頑張ってほしいですね。
それから今朝はもうひとつ悲しいニュースが有りまし
た、昭和の大横綱千代の富士がすい臓がんで亡くなりました 61 才
と大変若くて亡くなってしまいました。北海道の元大横綱がまた一
人いなくなりさみしい気がしますけど、命あるもののすべての人の
宿命ですので明日は我が身と受け止めて精一杯生きてる限り楽しく
豊かに人生を生きましょう。
今月は会員増強月間となっています、その初日に新しい中野たか
ひと新会員の入会を頂きました、心より歓迎致しますとともに入会
ありがとうございます。また、入会推薦者となって頂いた会員増強
理事兼委員長の小田衣代会員と小柴会員には感謝でいっぱいです。
後程ご紹介もしていただきますので宜しくお願い致します。
先週はもっぱら相模原で起きた障害者施設での事件でもちきりで
した戦後最悪の事件となってしまいました、植松容疑者明るい好青
年だったそうですね、なにかヒトラーからお告げがあったとか、私
も好青年だったのですけど何のお告げもありませんでした、よかっ
たです。
ところで最近やたらスマホでポケモンＧＯとやらがニュースで報
じられていて事故も起きていますが、今朝私が妻サトにおれらガラ
系にはなんだかわからんな、と言うとガラ系てなにって聞くのです
ね、そこで今日は百人一首ではなく川柳を一句作ってみました。「ス
マホ事故・今朝もニュースで流れてる・ガラ系のわたしにゃわから
んな～と言うと・ガラ系てなにと聞く女房」中身のない会長挨拶で
ごめんなさい、終わります。

4月平均出席率

■2500地区2016年 4月
平均出席率 83､8％

88.4％

■帯広5RCクラブ出席率
8月1日

36,000円

累計

183,000円

帯 広ＲＣ 94.0％
帯広北ＲＣ 74.2％
帯広南ＲＣ 88.4％

4月

帯広東ＲＣ 83.7％
帯広西ＲＣ 93.9％

