Weekly Report

■誕生祝

森田かおる会員：年末家族会御苦労様でした。
2次会御利用頂きましてありがとうございました。
少し早いですが、今年も大変お世話になりました
2020年も宜しくお願い致します。
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佐伯 大輔会員：年末家族会、皆様のお蔭で無事終
えることが出来ました。お世話になりましたありが
とうございました。
澤田 智治会員：12月6日とかち館にて帯広ロータ
アクトクラブXmasパーティーに武田会長、高橋幹
事、進藤理事、岩原副委員長、澤田計5名で参加し
ました色々なゲームで盛り上がり参加者全員でプレ
ゼント交換しました。楽しい時間でしたニコニコです

■会務報告
高橋勝実 幹事
（１）帯広南RC、12月23日（月）の
例会は、休会と致します
（２）帯広南RC、12月30日（月）の
例会は、休会と致します
（３）帯広南RC、新年交礼会開催のご案内
日 時 令和2年1月10日（金）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
※尚、1月6日（月）繰り下げ例会と致します

■年次総会
高橋 勝実
審議議案 2021～22年度 会長承認
出村行敬 選考委員長
竹部義弘会員を推薦いたします
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佐伯大輔 親睦活動委員長
12月1日に多くの会員の皆様、
ご家族の皆さんに出席いただきまして
年末家族会を無事終えることが出来ま
した。チャリティーオークションも皆様
に盛り上げていただき多額の寄付金となりました
今日例会終了後勝毎に寄付してきます。

木村 誠 会計
中間報告
会費は全員納入となっております。
各委員会は予算どおりに進んでい
ます。

■ニコニコ献金
矢野英則会員
武田 啓司会員：年末家族会多くの
会員、ご家族の皆様のご参加、そし
て親睦活動委員会の皆様大変ありが
とうございました。

柴田博美 次年度ガバナー補佐
ガバナー補佐という重責を負うこととなりました
のでセグネタリーの発表させていただきます。
武田啓司会員 佐伯大輔会員 小森豊弘会員
山口陽史会員 加藤貴裕会員の5名とし、IMは3月
27日とします。その時は実行委員会を立ち上げて
成功裏に終了する事を望みます 宜しくお願いし
ます。

田所 義国会員：男性の健康年齢を過ぎました。
これからも宜しくお願い致します。
竹部 義弘会員：誕生祝い、結婚祝い有難うござ
います。年数を数えるのに指の数が足りなくなり
ました。
佐々木信弘会員：12月1日の年末家族会のご協力あ
りがとうございました
チャリティーには少々はりきりすぎておじいちゃん
おばあちゃんには多くの散財をかけて申し分けあり
ませんがクラブの為でしたお許しください。
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武田啓司 会長
手続き要覧は3年に1回皆さんにお渡ししていま
したが、ダウンロードできますので冊子としては
申し込まないこととしました。
冊子がほしいという方は10ドルで購入できますの
で注文の連絡ください。
クラブ定款・細則改正における資料を配布しまし
たので要点を熟読してください。

■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

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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竹部義弘会員
2021～22年度会長に任命頂きありがとうござ
います。皆さんに了承いただきましたので頑張り
ます。皆さんのご協力宜しくお願いします。
尚、幹事には小田桐秀敏会員を任命します

■委員会報告
坪坂 透 出席委員長
12月1日で17回の例会があり出席率
100％が35名、平均出席率が74.5％で
した。メーキャップ制度が変わりまし
て1年間有効となりました。メーキャッ
プを利用し出席率を上げましょう

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内

幹事

疾病予防と治療月間
◆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
創立平成2年4月23日
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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

〜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〜

会長方針

■会長挨拶
武田啓司 会長
先日の年末家族会、会員及びご家族の皆様のご
参加、大変有難うございました。又、親睦委員会
の皆様、大変お疲れ様でした。とても楽しいオーク
ションと自前余興でした。参加者皆さん、喜んでい
たと思います。TT 兄弟だか知らなくてすみません。又、北海
道ホテル様、日曜日にもかかわらず二次会場を提供して頂きま
した森田会員にも感謝申し上げたいと思います。ありがとうご
ざいました。
さて連日報道されてる桜を…。長年続けていると当初の趣旨か
らはずれてしまうんですね。シュレッダー、バックアップデー
タは公文書でない、疑惑の某会長への招待、保存期間がどうだ
とか…かなり苦しい状況ですね。もう限界かと思いますがその
うち、うやむやになりパターンですね。誰も責任をとらない。
今は、社会において企業は、コンプライアンスは絶対で、昔の
親方日の丸時代はとうに終わっている。慣例で行ってきた事は
事で、見直さなければならないのではないでしょうか。
某財務大臣、休日に潜水艦乗船遊覧、その日のかかっている経
費、税金ですよね。いくらか防衛省に聞いてくれ。体験してど
れぐらいの予算がかかるか知る必要があるだと。この方、いつ
から財務大臣だっけ？次から次へとやらかしますねぇ。
こんなくだらない事で議論するより、今児童虐待、DV が死亡
に繋がっている。少しでも食い止める方法、各自治体と連携し
て具体策を検討していく事が先決ではないでしょうか。
■出席状況報告
9月平均出席率

■2500地区2019年 9月
平均出席率 76､4％
■帯広5RCクラブ出席率

67.6％

■ニコニコ献金
11月18日

30,000円

累計

184,765円

帯 広ＲＣ 70.6％
帯広北ＲＣ 61.5％
帯広南ＲＣ 67.6％

9月

帯広東ＲＣ 84.6％
帯広西ＲＣ 78.3％

