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と、ワクチンの追加接種を受ければ免疫力
があがってかなりのレベルで守られるそう
です。
また、金曜日のファイザー社の CEO の研
究結果の発表によりますと、3 回目の予防
接種で抗体が 25 倍に増えて、従来のウイ
ルスに対する 2 回目接種の効果と同程度の
効果があると言う事です。
しかし、今の段階では、オミクロン株に対
しては、まだまだ、未知の部分が多いみた
いです。帯広の追加ワクチン接種も医療関
係者が、やっと始まったばかりです。
我々が、3 回目の追加接種を受けられるの
は、まだまだ先の事だと思いますので、
年末、お正月の行動には、十分注意してお
過ごしいただきたいと思います。

■会務報告
幹事 小田桐秀敏
（１）帯広南RC、12月27日（月）の
例会は、休会と致します
（２）帯広南RC、令和4年1月3日（月）
の例会は、休会と致します
（３）帯広南RC、令和4年1月10日（月）
の例会は、祝日の為休会と致します
（４）帯広南RC、新年交礼会（夜間例会）開催の
ご案内
日 時 令和4年1月11日（火）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
※尚、1月17日（月）の繰上げ例会と致します
■米山功労賞

■ニコニコ献金
小森豊弘会員
竹部 義弘会員：先週の年末家族会
沢山の参加有難う
ございました
森田かおる会員：お誕生日お祝いあ
りがとうございます
田所 義国会員：誕生祝ありがとうござ
います。家族会楽しかった親睦
委員会の皆様ご苦労様です
山本 信仁会員：六年経過 ニコニコです

■メークアップは同年以内

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

進藤直哉 2023－24年度 会長
ご承認頂きありがとうございます。
これからの1年半一生懸命勉強させ
て頂きます。どうぞよろしくお願い
します。幹事に佐伯大輔会員にお願
いしました。
第2号議案 岩原道直 会長エレクト
2022－23年度 役員理事・理事選出承認の件
会 長 岩原 道直
直前会長 竹部 義弘
会長エレクト 進藤 直哉
副会長 佐々木信弘
副会長 和田 信仁
幹 事 松田 英明
会 計 水戸部公平
会場監督 佐藤みゆき
理 事 武田 啓司
理 事 掛村 真二
理 事 小笠原達也
理 事 坪坂
透
理 事 成田 リサ
理 事 山口 陽史
第3号議案
クラブ会費減免等に関する承認の件
武田啓司 審議会
帯広南ロータリー・クラブ細則の
第6条第4節にクラブ会費減免について
の項目がありますが、これを削除させて頂きます。
ご理解お願いします。
柴田博美 前ガバナー補佐
ガバナー補佐の活動資金
が残りましたので点鐘を新
しく購入し、アクトの古切
手など集める容器を作ります。
明口隆光会員
創立30周年記念誌を配布いたし
ましたが、校正ミスがあり訂正し
たものをボックスに入れておきます。

■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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奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

�
岩原道直 会長����

■誕生祝

花房 浩一会員：親睦委員会の皆さん先週はお疲
れ様でした。やはり家族会いい
ですね。
小森 豊弘会員：年末家族会のご参加の皆様あり
がとうございました。
準備から親睦委員の皆様に助け
ていただき感謝しております。
年末家族会に携わっていただい
た多くの皆様、本当にありがと
うございました。
至らぬ点はありましたが、無事
終わってホッとしています。
■プログラム
一色 貢 出席委員長報告
本日の出席は43名
「2021－2022年度年次総会」
審議事項
第1号議案
2023－24年度 会長承認
武田啓司 会長ノミニー選考委員長
進藤直哉会員を推薦いたします
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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
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・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東館3F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

会長方針

～ ロータリーアンと家族の絆 ～

■会長挨拶
会長 竹部 義弘
先週は、2 年ぶりの年末家族会、沢山の参加有難
うございました。こうゆう時期でしたので、どのぐ
らいの参加者があるか、不安でしたがホッとしました。
特に親睦委員会の皆さんの活躍と余興も大変受けて
ました。小森親睦委員長はじめ、親睦委員会の皆さん
大変ありがとうございました。来年からは、コロナの心配もな
く、年末家族会、夏の家族野遊会が出来る事を願っています。
もうすぐ年末、お正月です。年末、お正月は、人の動きが多
くなります。そこで一番心配なのが、今は、しずかになってい
るコロナ感染症です。
ここの所 新新型コロナウイルスのオミクロン株というのが日
本でも検出されています、今の所日本では、羽田の入管だけで
の検出ですが、海外では市中感染も始まっていると言われてい
ます。日本でも何時、市中感染が始まるかわかりません、
新しいオミクロン株は、今迄のデルタ株より 4 倍の感染力
があると言う事で感染力は、大変強いみたいです、日本でも市
中感染が始まったらたちまち流行してしまいそうです。
また、今迄と違うのは、症状が出ないか、軽症だと言う事で、
オミクロン株は、肺炎になりにくく、感染が分かりにくい事だ
そうです。
また、厄介なのは、ワクチンを 2 回接種した人でも、コロナ
に感染して免疫のある人でも発症すると言う事です、皆さん気
を付けましょう
先日のアメリカの首席医療顧問の発表によりますと、『オミ
クロン株はデルタ株と比較して重症化率は高くない』と言う事
■出席状況報告
9月平均出席率
■ニコニコ献金
7月5日

円

■2500地区2021年 9月
平均出席率
71.3％

71.0％

■帯広5RCクラブ出席率
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