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2017-2018年度国際ロータリー・テーマ

ロータリー：
変化をもたらす
2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー

2017年9月

松田英明 職業奉仕委員長
10 月 16 日に職場訪問という事で
ＪＡ帯広かわにし青果部を見学いた
します。後ほど訪問先までの地図な
ど用意いたします。参加を宜しくお願いします。

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間

■ニコニコ献金
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◆四つのテスト◆

澤田智治会員

白岩 征之会員：結婚祝いありが
とうございました。44回目の記念日
を豪華なディナーで楽しみました。
清原三枝子会員：ラリー北海道今年もたくさん
の観客においでいただき感謝です。
ただ雨のため悪路に参戦車は大変だったようです。

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

佐々木信弘会員：皆 気を付けて網走へ行って
下さい。気が向けばムショも待ってるそうです。
帯広南親睦 交通課

会

■プログラム
十勝地区障がい者水泳懇話会 代表 真田正樹様
「脳血管障害の後遺症を知ることから、障がい者
の水泳を考えてみる」
今回は、最初は水泳から離れ、脳血管障害につ
いて知ってください。
脳血管障がいとは
脳の血管の不具合で、脳に障害を受けることによ
って生じる疾患の総称で脳内出血・クモ膜下出血・
脳梗塞・脳血栓・脳閉塞などにより後遺症が発症
し、障がい者になってしまったらリハビリとなり
ます。そのリハビリの中に水中活動や水泳を考え
てはいかがでしょうか。
障がい者水泳は、華やかな水泳競技大会だけでな
く、水遊びを含むすべての水中の活動が大切です。

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

■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

� 代表
� 真田正樹様
十勝地区障��者水泳懇話会

（１）2017～18年度地区大会開催のご案内
10月6日（金）
ﾞ
記念親睦ゴルフ大会 8：30～
10月7日（土）
網走市民会館
8：30～
受
付
9：00～17：00
本
会
議
12：00～13：00
（昼食）
大会記念大懇親会 18：00～19：00 網走ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
（２）帯広南ＲＣ、移動例会開催のご案内
（職場訪問）
日 時 10月16日（月）午前10時50分集合
（例会11時開始）
場 所 ＪＡ帯広かわにし青果部販売課
（別府事務所）
（帯広市別府町南18線32 ℡59－2241）
※見学終了後に昼食をお渡し致します。

リハビリで自信を持てると「何もしなくては、自
分の人生が無駄になる何かをやってみよう」と考
えます。
帯広南口一夕リークラブの皆様へ のメッセージ
障がい者について知っていますか？障がいには身
体障がい・知的障がい・精神障がいがあり、だれ
でもが、これからの人生のどこかの時点で、多く
の方が障がい者になるのです。
だからこそ、障がい者について、理解が必要です。
障がいのある方について基本的な事項を知ってく
ださい。障がいのある方との接し方を知ってくだ
さい。障がいのある方と友達になって、障がいの
ある方を理解してください。
障がいのある方を支えて下さい
競技を運営する方として・競技の指導者として・
競技を見ている方として・金銭的や物品的な援助
今年の十勝障がい者水泳大会は10月8日（日）
スインピアで開会式 8時45分、競技開始9時、
競技終了12時予定 皆様の観覧を期待しています。
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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
10 日の日曜日には民生委員 100 周年記念十勝大会があり、
記念講演に「さらなる一歩を踏み出そう」と題して講演者は
25 歳の立木早絵様でした。
立木早絵さんは 2 歳で失明し 24 時間テレビで津軽海峡横断リ
レー 2 回、トライアスロン完走、キリマンジャロ登頂成功と 4
年連続出演、現在シンガーソングライターです。
子供の時から目が見えなくても何でもやってみる、あきらめず
最後までやってみる、とにかく行動すればできるもちろん、廻
りの支えもあり人として助けあっていく事が幸福に繋がると講
演されていました。早絵様に比べたら私の悩みは小さいもので
まだまだ努力が足りません。
10 月 1 日～１２月 31 日までの 3 ヶ月は赤い羽根共同募金運
動の期間です。助け合いの精神を理念に一世帯当たり 200 円程
度を目安に募金活動に協力しましょう。
社会福祉に対する理解を深める目的です。これはロータリーの
奉仕の理念と目的は一緒です。
9 月 14 日には帯広交通安全管理者決起大会が中央公園であ
りました。バス、タクシーなどのパレードなどがありました。
シートベルトをしていたら助かったと思われるものが 8 割ある
そうです。車に乗ったらシートベルトを忘れないようにしま
しょう。運転する方は同乗者のシートベルトを確認しましょう。
10 月 6 日～ 7 日は 2500 地区の地区大会です。参加される方
は網走と遠方ですので運転には気を付けましょう。
■出席状況報告
6月平均出席率

■2500地区2017年 6月
平均出席率 81､2％

82.9％

■ニコニコ献金
9月25日

11,000円

■帯広5RCクラブ出席率
累計

240,000円

帯 広ＲＣ 77.3％
帯広北ＲＣ 76.0％
帯広南ＲＣ 82.9％

6月

帯広東ＲＣ 82.5％
帯広西ＲＣ 84.6％

