Weekly Report

■会務報告

紀夫 会員増強・職業分類委員長
会員増強として何もできずお詫びしかありませ
ん。このコロナの関係で後半は何もできずこのよ
うなこととなってしまいもうわけありません。

（１）帯広南RC,年度末最終夜間例会
開催のご案内
日 時 6月29日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
■ニコニコ献金
萬 智光会員
宮本 建治会員：コロナの影響で後
半は例会もなくなってしまいました
が元気でいる事が幸せだなと思いま
す次年度も皆様宜しくお願いします

小田桐秀敏 職業奉仕委員長
年2回の担当例会があり、10月21日帯広消防本
部での移動例会は出来ましたが4月に予定してい
ました例会は開催できませんでした。1年間あり
がとうございました。
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貴戸 政則会員：今年度、職業奉仕、社会奉仕委
員会担当理事として1年間お世話になりました。
下期は武田会長の会長挨拶をあまり聞くことがで
きず残念でございます。このような時に会長を務
められ、ご苦労も多分にあったことと思いますが、
立派に1年間会長を務められ記憶に残る武田会長
年度であったと思います。今後も武田会長の益々
のご活躍を願っております。
出村 行敬会員：帯広にコロナが出ないのは皆様
の行いの良さが結果に表れてると思いますね。
昨日、札幌ビール杯でWぺリア上手くはまってネ
ット68.2で上位に入りビールを沢山もらいました
ニコニコです。

松田 整 国際奉仕委員長
2回の担当例会で1回目は元バンダイ勤務の同級
生にお願いし、2回目はJICAの青少年海外協力隊
経験者にお願いしました。いい経験になりました。
小森豊弘 広報・クラブ会報委員長
今年初めて委員長をやらせていただきました。
担当例会が2回ありもう1回マイロータリー登録
についてお話しようと思っていましたができませ
んでした。1年間ありがとうございました。
松田英明 プログラム委員長
いかがだったでしょうか「英明の部屋」は？
新しい企画とやらせていただきました。音源等々
保存されていますので次年度もつながる事楽しみ
にしています。1年間ありがとうございました。
佐伯大輔 親睦活動担当理事・委員長
入会してからずっと親睦活動委員会に所属して
いまして佐々木、川西両副委員長はじめ委員の皆
さんに支えられ楽しい1年を過ごさせていただき
ました。

清原三枝子会員：長い間お世話になりました。あ
りがとうございました。感謝をこめて・・
澤田 智治会員：1年間、無事に青少年奉仕委員
長を務める事が出来ました。いかだ下り・ビール
パ－ティ・ソフトボール・旭川ライラセミナー・
Xmasパーティー色々と思い出します。
進藤理事、岩原副委員長ありがとうございました
坪坂さんにバトンを渡します。
加藤 貴裕会員：先日は開店祝いありがとうござ
いました
■退任挨拶
澤田智治 青少年奉仕委員長
ロータアクトの皆さんと活動させていただきま
した。いかだ下り、ソフトボール大会、旭川で開
催されたライラセミナーいろんな経験をさせてい
ただきました。45周年式典、地区大会が予定され
ていましたが、武田会長には祝辞の原稿頂きまし
たが世に出ることもなく残念です。

2019-20年度国際ロータリー・テーマ

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20年度 RI会長 マーク・ダニエル・マローニー
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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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水戸部公平 会員増強・出席・広報・クラブ会報担当理事
会員増強では思わぬ退会者が大量にでまして申
し訳ありません。新入会員が一人いましたこのま
ま消えてしまわないようホローしていきたいと思
います。
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貴戸政則 社会奉仕・職業奉仕担当理事
各委員会2回ずつの担当例会ができなくて残念
で有りますが、1年間ありがとうございました。
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ホームページが新しくなりました

■退会挨拶
清原三枝子会員
長い間本当にお世話になりました。
入会していなかったらできない体験
をいろいろさせていただきました。
こんな形で辞めるとなったことは残念
ですがどこかでお会いできたら声をかけて下さい

■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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澤田
一会員：麻雀同好会 年間優勝皆さんの
おかげで何とかかなえることが出来ました

例会
案内

第1297回例会

坪坂 透 出席委員長
今年は34名が100％となっております。もう少
しでという方も4名程います。100％目指してい
ただきたいと思います。
自分としては100％とはいえませんが頑張りました
1年間務めさせて頂いた事大きな経験となりました

高橋
禎会員：ロータリー財団委員会米山奨学
委員会1年間お世話になりました
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

阿部 公夫会員・掛村 真二会員：
1年間徳江SAAの元、副SAAとして大変お世話に
なりました

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内
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DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH

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東館3F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

会長方針

〜南クラブ30年の歴史に感謝し、
更なる魅力のあるクラブにしよう〜

■会長挨拶
武田啓司 会長
皆さん、こんにちは。コロナと言われ出して半年。
世界 750 万人以上、死者数 40 万人を超え、未だに
衰えを知らず。今は、戟うではなくウイズコロナ共
存、そしてアフターコロナ。そのコロナがもたらせた
事、デジタル化の加速だと思います。私は鈍い方ですがオンラ
イン会議、ウェブ議だとか。先日花房次年度会長は、オンライ
ンズーム理事会を開いたり、他クラブは、その方式で例会を開
催したとか。日本は、欧米諸国に比べ遅れをとっていますが、
IT ロボットやロケットと着実に文化、文明は変わりそれが時々
の時代なんでしょうね。これは私個人の意見ですが、
この感染症対策は、そのリスクは回避されますがロータリーで
言えば、例会をオンラインで行えば、例会場はいらない、昼食
を囲むこともない、移動例会もなく、奉仕は物資かキャッシュ、
会費は安くなりますね。ちょっと極端でしたが。どうなんでしょ
うか。報道をみていましたら、オンライン飲み会？缶酒片手に
…宴会。お店の休業、自粛等で仕方ない理由かもしれませんが、
それが普通の価値観になってしまったらと考えると少々恐ろし
い。学校のように直接子供たちが会って接する事に意味があり、
教科書だけの勉強の場ではないのと同じように、直接接する重
要性もあると思います。いずれにしても、対策をとりながら、
経済活動、ロータリー活動していきましょう。
最後に又、残念なご報告です。大玉会員、清原会員 2 名の退会
が承認されました。健康上の事、コロナによる事業上の事 当
クラブにおいて記録保存でお世話になり、又貧困国の子供たち
への奉仕をして頂いた事に改めて感謝申し上げます。残念です。
■出席状況報告
11月平均出席率 74.5％
■ニコニコ献金
6月8日

66,000円

累計

■2500地区2019年 11月
平均出席率 77､1％
■帯広5RCクラブ出席率 11月
184,765円

帯 広ＲＣ 76.2％
帯広北ＲＣ 68.3％
帯広南ＲＣ 74.5％

帯広東ＲＣ 82.6％
帯広西ＲＣ 84.0％

