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人類に奉仕する
ロータリー

2016-2017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 . jp/
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　平均出席率 83､8％

■帯広5RCクラブ出席率 　4月
帯　広ＲＣ

帯広北ＲＣ

帯広南ＲＣ

94.0％

74.2％

88.4％

帯広東ＲＣ

帯広西ＲＣ

83.7％

93.9％

8月8日 　19,000円　　累計 　202,000円

4月平均出席率　88.4％

第1152回例会

 

例会
案内

月曜日　広尾RC：日高信金広尾支店２F（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

Weekly  Report

会長
方針 ロータリーの今を楽しみ・積極的に参加しよう

2016.8.8

Weekly  Report

　いよいよリオでのオリンピック始まりました日本頑張
ってますね、いくつメダル取れますか、十勝からも 3人
とパラリンピックに小野千賀子選手が出ます、期待した
いです。
　8月 8 日今日は何の日と言うと、そろばんの日とか、タコの日だ
そうです。なるほど、そろばんはばちばちと音がすることで～タコ
はタコの足が 8 本あるからだそうです。
　お盆が近ずいてきました、お盆と言うと毎年恒例となっている勝
毎さんの花火大会ですね、すでに升席を買って楽しみにしている方
もいらっしやるかと思いますが、天気が良ければいいですね。
お盆とは 13 日に先祖の霊が帰って来て、16 日に帰ると言われてい
ますが、お盆に盆踊りってなぜするのか思いながら踊っている人
っているのかな～と思い、そんなこと考えながら踊っている人いま
せんよね、私の若い頃は町内会でよくヤグラ組んでその周りを踊り
ましたけど、最近はあまり見かけなくなりましたけど、まだやって
いる町内会あるんでしょうかね、
　ところで、もう立秋なんですね、お盆前までが夏と言う感じがし
ましますよね、そして日も長く夜が短い感じがします、私なんかお
酒が大好きなもんですから、よく若いころはしご酒しまして、気が
つくと朝の 2 時～ 3 時なんですよそしたら、しらじらと明るくなっ
てくるのですね。百人一首の中にぴったりの歌が有ります、「夏の夜
は・まだ宵ながら・明けぬるを・雲のいずこに月宿るらん」私にぴっ
たりの歌ですが、　最近有りませんよ又会長のあいだは深酒禁酒令が
仲間内から出ていますので。

■会長挨拶　　　　　　　　　　　小川芳勝　会長

■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

■ニコニコ

■プログラム

■委員会報告

渡辺　聡　国際奉仕副委員長
　9月 4日の家族野遊会に今回は会
員企業様の中で外国籍の方を雇用さ
れている方、技能研修等で外国籍の
方を受け入れている方は家族野遊会
の時にその方々をお誘いいただけれ
ばと思っております。

小林佳奈　広報クラブ会報委員長
　ニコニコ献金は会報に記載させて
いただいていますが掲載内容により
ニコニコ掲載が遅れがちなことお詫
びいたします。
ニコニコ献金の封筒に金額の明記をお願いします。

谷藤正則　青少年奉仕委員会
　8月 28 日のロータアクトのチャリ
ティーソフトボール大会が札内川河
川敷で行われます。11 時 20 分から
の試合ですので参加される方は 11 時
までに集合してください。
古切手・使用済みテレホンカード・リングプル・
エコキャップ等ご協力をお願いします。

森田かおる会員：8月 29 日に社交組合の夜の秋穫
　　　　　　　　祭を準備しております。楽しい
　　　　　　　　ショーなど盛り沢山ですので是
　　　　　　　　非ご協力お願い致します。いつ
　　　　　　　　もお願いばかりですが楽しい祭
　　　　　　　　りにするために頑張りますので
　　　　　　　　よろしくお願いします。
中野　尊仁会員：入会を御承認頂ありがとうござ
　　　　　　　　いました。皆様と仲良くしてい
　　　　　　　　ければと思っております。どう
　　　　　　　　ぞ宜しくお願い致します。

　　　　　　　
　　　　　　　　　　松田英明会員
仲村　　晋会員：中２の孫がキャッ
　　　　　　　　チャーを務める南
　　　　　　　　町中学校が釧路で
　　　　　　　　行われた全道大会
　　　　　　　　で優勝し 8月 15 日
　　　　　　　　から横浜スタジアムで行われる
　　　　　　　　全国大会に出場します。猛暑の
　　　　　　　　中応援に行ってきます。
小田　衣代会員：会員増強委員会の理事兼委員長
　　　　　　　　として 1年間宜しくお願いしま
　　　　　　　　す。又、中野さんの入会をご承
　　　　　　　　認頂きありがとうございます。
佐藤みゆき会員：次女のウェデングパーティを札
　　　　　　　　幌で行いました。たくさんの笑
　　　　　　　　顔にふれ心はニコニコです。
萬　　昌幸会員：木・金・土・日とインドネシア
　　　　　　　　からリバさんと両親が十勝を訪
　　　　　　　　れました。南ロータリーの人々
　　　　　　　　と会い、北海道を楽しんで帰り
　　　　　　　　ました。皆様によろしくとのこ
　　　　　　　　とでした。

　　　「帯広市手話言語条例制定にあたって」
帯広市保健福祉部障害福祉課　課長　稲葉利行様

ポールハリスフェロー　佐藤淳一会員・米山奨学生　崔　楊様

1 つ皆さんに知っておくと得するいい知らせが
有ります、先々月 6月末に仲間内と函館まで行
ってきたのですが、高速料金片道で 8,000 円以
上かかるのですね、私の仕事柄過去に沢山の方
に高速道路の ETC 機器を付けて頂きましたが、
3日間乗り放題で 7,900 円と大変お得な割引が
有りますのご存知でしょうか、長距離ドライブ
の計画ある方私に声かけてください。
終わります。

■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

杉山玉夫　ロータリー財団委員長
　財団 100 周年という大きな時に仰せつかりまし
た。世界最大の奉仕団体である財団を皆さんに説
明できるように勉強して参ります。
　
高橋　禎　米山記念奨学委員長
　会員皆さんの寄付で成り立っております。今年
一年寄付を宜しくお願いします。

■就任あいさつ　　8月1日分

障害者に関する法整備の背景
・平成 18 年 12 月　
　国連で「障害者権利条約」採択
国内法の整備
・平成 17 年「障害者自立支援法」制定
・平成 23 年「障害者基本法」
　（手話は言語に含まれることが明記された）
・平成 23 年「障害者虐待防止法」制定
・平成 24 年「障害者優先調達推進法」制定
・平成 25 年「障害者雇用促進法」制定

手話条例の制定経過
・平成 27 年 2 月
　当事者団体からの要望書を受理
・調査研究
　全国で 18 自治体（３県、13 市、2町）
　　（道内 2市、2町）
・平成 27 年 7 月
　条例制定に係る検討会を開催
　手話に関する勉強会
　聾学校視察
　条例制定の必要性を確認、条例の骨子
　条例素案、実施すべき施策
　平成 28 年 3 月帯広市議会定例会　可決成立


