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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

� 野田和宏会員
資格士業卓話

■会務報告
森田かおる 幹事
（１）帯広５ＲＣ・芽室ＲＣ・音更ＲＣ、
合同例会開催のご案内
日 時 2月13日（水）
午後0時～
会食
午後0時30分 例会
午後1時30分 終了
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
講 師 藤谷護人様

2018-2019年度国際ロータリー・テーマ

インスピレーションになろう
2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン

（弁護士法人エルディ総合法律事務所所長 東京麹町ＲＣ）

演 題 「ポリオプラスと国際奉仕」
※尚、帯広南ＲＣ、2月18日（月）の繰上げ例会と致します
（２）第6分区ＩＭ（Intercity Meeting)開催のご案内
日 時 3月9日（土） 13:00 登録受付
13:30 開
会
17:00 終
了
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
基調講演 RI第2500地区
パストガバナー 成瀬則之様
特別講演 フリーアナウンサー 和久井薫様
※帯広南RCは、3月11日（月）の繰上げ例会と致します
■ニコニコ献金

重森康弘会員

高橋
禎会員：誕生祝いありがと
うございました。
松田 英明会員：2月2日で娘が6歳に
なりました。まだまだ14年必死で働かなければな
りません。頑張ります。
岡田 佳奈会員：おかげさまでジューシーディ
ッシュ焼肉南大門6周年を迎えることができました
沢山の感謝をお返ししていける様にこれからも頑
張っていきますので宜しくお願いします。
■ロータリーの友
徳江孝一会員
2月号にはガバナーのロータリー・
モメント20Ｐに2500地区の地区大会時
にありました「とかち食材タワー」の
記事が掲載されています。
■プログラム
松田 整 プログラム委員長
本日の例会は資格士業卓話という事
で税理士の野田会員に消費税について
と題しましてお話しいていただきます。
資格士業卓話 税理士 野田和宏会員
免税期間に消費税の還付を受ける「課税事業者

■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

2019年2月

私のしごと

高木啓市会員
今回は計装工事というちょっと聞きなれない私
の職業について説明します。
そもそも「計装」とは、日本工業規格のJISによる
と「測定装置、制御装置などを装備すること」と
定義されています。だいたいインターネットで検
索すると、同じような説明が表示されます。
これでは少しわかりづらいので、おおまかに建設
業の括りで説明しますと計装工事は、電気工事業
と菅工事業のどちらにも属し、1級と2級計装士と
いう国家資格に準ずる資格があり、建築とプラン
トの2つの分野に分かれています。ちなみに私は
それらのうち建築の1級計装士の資格を有していま
すが、プラントの仕事もしていますので、試験で
は2分野のうちどちらかを選択しますが、便宜上
分類されているだけで、仕事上はあまり関係あり
ません。
仕事の内容は、大きくはさまざまな業務の自動化
と既存設備の省エネルギー化を図り、お客様の大
切な資産や経営資源を効率的に活用していただく
ことを目的としています。
具体的には機械装置メーカーや電機メーカー、菅
工事業者からのいわゆる下請けが殆どなんですが、
例えば工場のライン増設や改修に伴なう装置の自
動化の設計とそれらの制御盤の製作、シーケンサ
ーと呼ばれる装置のプログラムの作成とその配線
工事などのちょっと難しい仕事から、家庭用のロ
ードヒーティングの布設工事、スマホ・パソコン
での監視webカメラエ事などのわかりやすい仕事
まで、多岐にわたる商材をカスタマイズしてお客
様にお届けしています。他にも設備の点検や保全、
修理などのトラブル復旧サービスもやっておりま
す。これを機会にどうぞご相談くださいませ。
宜しくお願い致します。

■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

平和と紛争予防
紛争解決月間
◆四つのテスト◆
１
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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

会

長

小田

衣代

副

会

長

佐藤みゆき

副

会

長

鈴木

幹

事

森田かおる

会

計

三浦

Ａ

清原三枝子

Ｓ

Ａ

恵子
静子

広報・クラブ会報委員長

徳江

孝一

広報・クラブ会報副委員長

和田

信仁

委

大玉

公輝

明口

隆光

員

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

ロータリーを居心地の良い場所にしよう。
そして温かい関係をもたらそう。

■会長挨拶
小田衣代 会長
昨日の節分は豆まきをしましたか？
節分とは季節を分けるという意味があり、春夏秋冬
の始まりの日が決められていて、春は立春、夏は立
夏、秋は立秋、冬は立冬と呼ばれ、それぞれが始まる
日の前日の事を節分というのだそうです。ですから節分は年に
4 回あるそうです。今日は立春です。ですから一日前の昨日が
節分です。
豆は自分の年より一個多く食べて、まめになる（健康になる）
という意味合いがあるそうですので、私の年では年の数ほど食
べれません。皆さんは子供たちに鬼は外、福は内の意味を教え
ることが出来ましたでしょうか。
さて、2 月は平和と紛争予防、紛争解決月間です。ロータリー
は奉仕プロジェクト、平和フェローシップ、奨学金など様々な
形で紛争の根底にある諸問題の解決に取り組み、平和な世界づ
くりを目指しています。平和は人から始まり、平和と紛争予防
の担い手となる人材を育てること、そして平和の尊さを知り、
平和を考える月間でもあります。皆さんで機会があれば平和に
ついて地域や活動を通じて話していただければと思います。
平成もあと 3 カ月となり、平成とは「内平らかに外成るとい
う意味」と説明されました。この 30 年は国内では、平成 3 年
には NTT が携帯電話 MOVA を発売、平成 7 年には PHS、8
年はポケベル、9 年楽天市場、10 年 Google 創業、11 年 i モー
ドサービス、15 年ブログ流行、17 年ユーチューブ、20 年
iPhone 日本発売、23 年 LINE リリース、28 年ポケモン GO
リリースあらゆる基準において、グローバル化が圧倒的に進行
した平成という時代を振り帰ってみたいと思います。
■出席状況報告
12月平均出席率

■2500地区2018年 12月
平均出席率 80､5％
■帯広5RCクラブ出席率 12月

83.5％

■ニコニコ献金
2月4日

23,000円

累計

546,000円

帯 広ＲＣ 80.7％
帯広北ＲＣ 78.1％
帯広南ＲＣ 83.5％

帯広東ＲＣ 94.7％
帯広西ＲＣ 90.2％

