Weekly Report

■誕生祝

小川芳勝 研修委員長
9月2日～14日まで第1回情報集会
テーマ：「更なる魅力あるクラブ
にするには」
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澤田智治 青少年奉仕委員長
8月25日ソフトボール大会南クラブ
で16名参加していただきました。
ありがとうございました。
又、ライラセミナーに参加してきま
した後程ご報告させていただきます
高木啓市 社会奉仕委員長
9月9日は移動例会で11：00から
です。お間違えないようにお願いし
ます。
佐伯大輔 親睦活動委員長
8月25日の家族野遊会に大勢の方に
参加頂き有難うございました
これからは年末家族会に向けて頑張
って行きたいと思います
■ニコニコ献金
野田和宏 会員
澤田
一会員：当社主催8月29日
幕別ホールの落語三人会大入り満員
の大感況でした。ニコニコです。
小田

衣代会員：誕生祝ありがとうございました

佐藤みゆき会員：先日の家族野遊会ではひまわり
幼稚園のご利用ありがとうございました。
滞りなく終了良かったです。

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

2019年9月

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
◆四つのテスト◆
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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
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佐伯 大輔会員：先日の家族野遊会では多くの皆
様にご参加頂きありがとうございました。また、
年末家族会に向けて頑張ります。
澤田 智治会員：ソフトボール大会・RYLAセミ
ナーと無事に終了する事が出来ました。ホッとし
ています。ニコニコです。
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■プログラム
小森豊弘 広報・クラブ会報委員長
「マイロータリーの登録について」
登録には個人のメールと事務局に登録されてい
るメールが一致していること
ロータリーの会員証に記載されている個人番号・
クラブ番号が必要です。
登録しますとスマホなどでいつでもロータリーの
情報を得ることが出来ます皆さんで登録しましょう。

■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
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

■開業祝

■委員会報告
徳井裕昭 30周年記念実行委員長
本日理事会で承認いただきました
式
典 柴田博美・進藤直哉・遠藤嗣延
会
計 花房浩一・佐藤みゆき
祝 賀 会 佐藤和年・小川芳勝・森田かおる
岐阜接待 松田英明
記 念 誌 貴戸政則・小田衣代・西保剛

第1278回例会

2019 September

森田かおる会員：お誕生日お祝いありがとうござ
います。またひとつ増えました。体重も増えまし
た。足腰鍛えて乗り込えます。

紀夫会員
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■会務報告
髙橋勝実 幹事
（１）帯広南RC、移動例会開催の
ご案内（清掃活動）
日 時 9月9日（月）午前11時
※雨天決行
場 所 帯広の森体育館 東側駐車場
（南町南７線56－7）
持ち物 軍手・火ばさみ・長靴
※当日は動きやすい服装でご参加ください。
終了後、お弁当を用意しております。
（２）帯広南RC、9月16日（月）の例会は祝日の
ため休会と致します
（３）帯広南RC、9月23日（月）の例会は祝日の
ため休会と致します
（４）RI第2500地区大会（釧路）開催のご案内
日 程 令和元年10月11日（金）
～10月12日（土）
場 所 コーチャンフォー釧路文化ホール他
11日 記念親睦ゴルフ大会 8：30～
釧路カントリークラブ
コーチャンフォー
12日 登録受付
11：00～
釧路文化ホール
本会議
11：50～15：00
″
記念講演
15：00～16：00
″
本会議
16：15～17：00
″
大会記念大懇親会 18：00～19：30 釧路市観光国際交流センター
※地区大会登録料：13,000円
記念ゴルフ登録料： 5,000円

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH

■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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明口 隆光
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

〜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
今月は、基本的教育と識字率向上、ロータリー
友の月間。7 月号をめくっていましたら、罰則な
しの定款、細則の意味とは？と投稿された会員の
を読みました。会員は、会費を支払う事によって、
ロータリーの原則を受諾し、定款、細則を遵守し、拘束され
る事をふまえて、クラブの特典を受ける事ができるとされ、
どれだけの会員がこれを遵守しているだろうかと。誰が遵守
を監視し、もし抵触しても、互いに寛容と友情の精神で黙認
すれば済む話だろうか。3 年に一度、開かれる規定審議会、
世界各国 538 人の評議員が 4、5 日、シカゴに集まり、毎年
会員一人あたり 1 ドルずつ徴収し、4 億円を使って代表議員
を招集する必要性はない。こんな大金で一つの会合を運営す
るなら、世界で必要な所に寄付するか、福祉や慈善活動に使
えばいい。RI の肥大化、官僚化、トップダウン化の兆候が顕
著である。どうも世界のロータリアンと日本のロータリアン
で考え方が乖離していると書かれていました。私は、この痛
烈に批判された投稿を載せたロータリー友事務所に敬意を持
ちました。言論の自由とはいえ、上からの視線に負けず一人
のロータリアンとして堂々と意志表示する事の大切さを学ん
だ気がします。ロータリーは、5 大奉仕、特に職業奉仕を根
幹とすると学んできたのですが、今年度は、会員増強、増強
…世界はそうなので地区もおのずとそうなるのはわかります
がまずは、会員ご自身が楽しむ事が第 1 番と思います。
■出席状況報告
7月平均出席率

■2500地区2019年 7月
平均出席率 79､0％
■帯広5RCクラブ出席率

70.9％

■ニコニコ献金
9月2日

20,000円

累計

184,765円

帯 広ＲＣ 79.9％
帯広北ＲＣ 61.7％
帯広南ＲＣ 70.9％

7月

帯広東ＲＣ 76.6％
帯広西ＲＣ 84.8％

