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■帯広5RCクラブ出席率 　6月
帯　広ＲＣ
帯広北ＲＣ
帯広南ＲＣ

 66.2％
 91.7％
 78.9％

帯広東ＲＣ
帯広西ＲＣ

 100％
 65.7％

■2500地区2022年　6月
　平均出席率      76.2％

■出席状況報告
　6月平均出席率　　78.9％

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（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

■メークアップは同年以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

イマジン ロータリー
２０２２‐２３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東館3F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com
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会長方針 ロータリーを学び、仲間を増やそう
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ホームページ

◆四つのテスト◆

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

■ニコニコ献金
　7月4日 　           円　　累計             円
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

第1358回例会

2022年8月
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2022 August

会員増強・
新クラブ結成推進月間

2022.8.22

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　会長　岩原 道直

■会務報告　　　　 　　幹事  松田英明
（１）帯広南ＲＣ、家族野遊会開催
　　　のご案内
　　　日　時　8月28日（日）
　　　　　　　　　　　　午前10時
　　　場　所　焼肉ガーデンまくべつ
　　　　　　（幕別町依田385　TEL56-2125）
　　※尚、8月29日（月）繰上げ例会と致します
（２）RI第2500地区大会（旭川）開催のご案内
　　　日　時　10月8日（土）～10月9日（日）
　　　場　所　旭川市民文化会館　他　※詳細は別紙参照

　≪大会1日目　8日（土）≫

　≪大会2日目　9日（日）≫

※登録料：14,000円、記念親睦ゴルフ：5,000円、会員研修セミナー：3,000円

　

■就任あいさつ

　昨日は、十勝カントリークラブにおいて、会長杯
のコンペを行う事が出来ました。幸い、絶好の晴天
の中での開催になりました。スポンサーになってい
ただいた和田、佐々木両副会長、松田幹事、そして
出村同好会会長には、あらためてお礼申し上げます。
また、色々な面で仕切って頂いた同好会の役員の皆様には本当
にありがとうございました。また、ゴルフもせず、同好会の会
員でもないのに、景品の配送をしていただいた野田会員、あり
がとうございました。改めてこういったイベント事は皆様のご
協力で成り立っているんだと、感じ取ったところでございます。
イベントといいますと、いよいよ来週野遊会でございます。
親睦委員の皆様には、3年ぶりのこのイベントにむけて、大変
な準備と努力をされてきた事と思います。どうか皆様のご協力
で楽しい思い出作りをお願い致します。
さて、SNSで記事を見つけたのですが、まだ少し先の事ですが、
10 月 24 日は世界ポリオデーです。ポリオとはポリオウイル
スによって、急性麻痺が現れる病気です。かつては小児期の麻
痺疾患とし代表的な病気であった事から、「小児麻痺」という
別名が使われる事もありました。ポリオウイルスは、人から人
へと感染し、最も多いのは汚染水を通じた感染だと言われてい
ます。世界に目を向けると、1980 年代の末時点で毎年 35
万人の子供がポリオウイルスにより身体麻痺の犠牲になってい
ましたが、その後のワクチン接種により減少し、数年前まで
パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアで流行続いていま

■委員会報告

■プログラム　　　　　　　　「新会員卓話」
大原礼孝会員
　静岡県西部の町で生まれ高校までは御殿場市で
暮らしていました。御殿場と言えばアウトレット
モールがあり、ゴルフ場が多いところですが、
中学、高校とサッカーに明け暮れていました。
進学しようと勉強しはじめ受験日程があるなら八
王子で受験できると受けた釧路公立大学に無事合
格し、北海道にわくわく感一杯で釧路にやってき
ました。実家が田舎だったので釧路が都会に見え
て就活のとき釧路で探すことにしました。
釧路信用組合に連絡したつもりが釧路信用金庫に
掛けてしまい人事担当者の名前が同じだったので
つながって入庫する事となりました。
新人には教育係がいてよく怒られました。
その時教育係をしてくれていた方が、現在理事長
となっていて今でも頭が上がりません。

堂田和彦会員
　生まれも育ちも帯広で栄小学校、第一中学、そ
して推薦で工業高校建築学科で進路指導の先生が
友達がやっている東京の設計事務所をと紹介して
くれて4年間お世話に成りました。その後帯広に
帰ってきて現場監督の仕事がしたいと日崎建設で
仕事をしていました。その時に一緒に設計をして
いたのが妻です。建築で一生と思っていましたが、
妻の父が㈱カーフレッシュをやっていまして誰に
この会社を任せるかとなり畑違いではありますが、
私に声が掛かり平成15年からこの仕事に従事して
います。
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大雪山カントリークラブ

アートホテル旭川

旭川市民文化会館
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アートホテル旭川

　　　　

記念親睦ゴルフ大会

会員研修セミナー
（3年未満・女性会員）

登録受付

本会議（午前の部）

本会議（午後の部）

大会記念大懇親会

山口陽史　親睦活動委員長
　8月28日午前10時より家族野遊会
開催雨天決行ですので参加宜しく
ご協力お願いします

森田かおる　青少年奉仕副委員長
　チャリティーソフトボール大会で
すが参加される方は5時45分までに
集合お願いします。

松田　英明会員：昨日開催された岩
原会長杯ゴルフコンペを無事終える
ことができたのは、ご参加された皆
様のおかげと大変感謝しております。
また、私自身優勝させて頂いた事、二
重の喜びとなりました。ありがとうございました

山本　信仁会員：会長杯ゴルフコンペ馬券アタリ
ニコニコです。

岡田佳奈　
ロータリー財団委員長・米山記念奨学委員長
　会長方針の基、理事委員長のお力を
借りてクラブのお役にたてるよう一年
務めて参ります。会員の皆様のご協力を賜ります
よろしくお願いします

西保　剛　
会員増強特別プロジェクト委員長
　地区会員増強Zoom会議がありま
して、どこのクラブも会員増強に対
して非常に真剣に取り組んでいます。
南クラブも真剣に取り組んでいかなければ弱体し
ていく感じがしました。なるべく多く増やしてい
ければと思っています。

したが、昨年のでは、パキスタンとアフガ
ニスタンで 5例の発症まで減少しました。
しかしながら、今年に入って 4か国 13 症
例に増えているとの事です。ロータリーと、
そのビルゲイツ財団などパートナー団体は
これまで世界中 25 億人以上の子供にワク
チンを投与する活動を行ってきましたが、
世界からポリオを根絶しない限り、今後10
年以内に世界での年間発症率は 20 万件を
上回ると予想されているようです。
この記事は、第 2780 地区の石田降さんと
いう方のツイートを見てご報告させていた
だきましたが、ロータリーの友にも毎月の
ポリオの症例数が小さな記事ですが、出て
います。どうか、ご参考にされてください。
今日 122,880 円の出金伝票にサインしました。
最後になりましたが、先日土曜日に上期の
地区会員増強委員会 zoom 会議が行われ、
和田副会長と西保委員長が会議に参加され
ました。
事前質問なども出され、1時間半ほどの会
議でしたが、RLI 方式での質疑応答をおこ
なったと聞いております。
ぜひ南クラブの会員増強に役立てていきた
いと考えております。

■ニコニコ献金　　　　　　川西　悟会員


