Weekly Report
■会務報告
阿部公夫 幹事
（１）帯広南ＲＣ、5月14日（月）の
例会は、休会と致します
（２）帯広南ＲＣ、移動例会開催の
ご案内
日 時 5月28日（月）午前11時20分集合
場 所 帯広動物園
※シバ桜の苗の植栽を行いますので、軍手・
移植ゴテ持参下さい。
当日は、作業しやすい服装でお越し下さい
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加藤貴裕会員
私の略歴ですが、1984 年 9 月 26 日生まれの 34
歳です。私は片目が 0.02 と視力が悪いのですが、
親にばれる事が怖くて前の人のを暗記して視力検
査を通過していましたが、小 3 の時にばれまして
いろいろな所で検査をし、弱視という事になりま
した。生活に支障はないですがキャッチボールは
苦手です。高校は白樺学園でここを選んだのはそ
のころの映画でＧＴＯの撮影舞台だったからでし
た。大学 2 年の時バイトで生活できるし退学した
いと親の言うと「1 年間うちの会社で働け」とい
われ 1 年間過ごしその後復学し無事卒業し、現在
の会社に入社し今に至っております。
これからのロータリー生活末長いお付き合いをさ
せていただけたらと思っております。

重森康弘会員
私は札幌生まれ仙台経由の釧路育ち 45 歳です。
貴戸 政則会員：先日の4月29日に帯広カント
現在の家族構成は妻と中 3 の長女、小 6 の長男、
リークラブにおいて10年ぶり2回目のホールイン
小 3 の二男と 3 人の子宝に恵まれましたが今回は
ワンを達成しました。2回目ですので喜びも1回目
娘の受験と重なったため単身赴任となりました。
からみると半減しておりますが、私はゴルフを始
大学の 4 年間は札幌で一人暮らしをしていて生活
めて30年になりますが私のゴルフ人生で2回もホー
力のなさを痛感し釧路の戻り釧路信用金庫に就職
ルインワンを達成できたことは大変うれしく思っ
しました。今年から帯広での一人暮らしが始まり、
ております。今回は2回目という事もあり、記念
仕事と生活と両天秤で悩みながら 1 か月が過ぎま
コンペ、記念品等は一切行わず。帯広南ロータリー
した。
クラブに何かできることがないか考え思案中であ
平成 7 年に釧路信用金庫に入行し、帯広支店で 10
ります。
店舗目で、帯広支店は開設 20 年ですが 10 代目の
支店長となります。支店長になっただけでなく、
宮本 建治会員：結婚して39年たちました。結
今後も皆様に認められてようやくにしきを飾れる
婚記念日の夕食はソバでした。「いつまでもソバ
と思っておりますのでこれから頑張っていきたい
にいておくれ」
と思います。
■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
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ロータリー：
変化をもたらす

澤田
一会員：結婚祝いありがと
うございました。家内が今年カンレキを迎えました

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

第1225回例会

2017-2018年度国際ロータリー・テーマ

松田 整 社会奉仕委員長
移動例会のお知らせ
5 月 28 日（月）11 時 30 分から例会
動物園の芝桜を植栽を行います。多数
の参加をお願いします。

松田英明 ゴルフ同好会
5 月 26 日（土）国際カントリー
クラブで第 6 分区交流親睦ゴルフ大会
を開催します。当クラブが幹事ですの
で宜しくお願いします。
■ニコニコ献金
中野尊仁会員
田所 義国会員：45回目の結婚記
念ありがとうございます。
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佐藤みゆき会員：結婚祝ありがとうございます。
これからも共に楽しい老後に進みます
■バナー交換 ゲルマン・コルチャック様
スイスジュネーブ南ＲＣのメンバーです。スイ
スではフランス語のクラブが４つと英語のクラブ
が１つあります。私は今年 91 歳になります。ロー
タリーは 50 年前アメリカで入会しパリ、モロッコ
そしてジュネーブとロータリアンです
お招き頂きありがとうございました。

■委員会報告
徳井裕昭 情報委員長
先日のオリエンテーションには多
数の参加ありがとうございました。
31 日までに「次年度への向けての引き
継ぎと活動計画について」と題して
情報集会をして頂きたい。

高木啓市 青少年奉仕委員長
ローターアクトのフリーマーケット
を 5 月 13 日イトーヨーカドーで 9 時
から開催します。物品の提供は前日ま
で行っています宜しくお願いします。
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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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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

RI2500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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ホームページが新しくなりました

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

会長方針

ロータリー活動で夢と友情を育もう

■会長挨拶

出村行敬 会長

楽しみにしていた連休も終わり、桜も満開が過ぎさみ
しい感じもしますが、連休中は私も庭の手入れをしたり、
花壇の手入れ、ゴルフもやったりと普段の疲れがとれい
やされました。今日から気合を入れて仕事に頑張ってい
きたいと思います。
さて、先日の南クラブの創立記念例会には大変お世話になりました。
また、高田会員に貴重な卓話をして頂きありがとうございました。
私としては大きな行事が終わったことで一安心しております。
先週、南ロータリーの会長としてとかちロータリークラブ奨学会 30
周年記念に行ってまいりました。
「人づくり理想を求めて」というテー
マの下、とかちロータリークラブ奨学会は北ロータリークラブ、東
ロータリークラブ、音更ロータリークラブの 3 つのクラブで始めた
奨学金制度です。現在までで 100 人の奨学生を出しているそうで、
人づくりという事でこれまで 30 年の間に 100 人の学生を出していて
卒業された方は優秀な人たちで、今はとかちに戻ってきて大活躍さ
れているということです。このことからも 3 クラブのとかちロータ
リー奨学金制度はすごいな
■ベネファクター
と感銘を受けてまいりまし
た。
小川芳勝会員

■出席状況報告
1月平均出席率

■2500地区2018年 1月
平均出席率 78､2％

76.0％

■ニコニコ献金
5月7日

27,000円

■帯広5RCクラブ出席率
累計

588,000円

帯 広ＲＣ 79.5％
帯広北ＲＣ 81.0％
帯広南ＲＣ 76.0％

1月

帯広東ＲＣ 83.1％
帯広西ＲＣ 68.0％

