Weekly Report

■会務報告

矢野英則会員
■退会挨拶
この度退会させて頂くこととなり
ました。コロナウイルスの影響で観
光業界のみならず多くの業界の方が
大変な苦境に立たされているかと思い
ます。そんな時に抜けさせて頂くこと
は大変心苦しいのですが会社の指示もあり退会さ
せていただきます。1年6か月と短い期間ではあり
ましたが皆様に大変お世話になりました。又、景
気が戻り観光需要が戻ってきたときは是非皆様の
元に戻らせて頂きたいと考えています。

高橋勝実 幹事

（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
※アルコールが出ますので飲まれる方
は運転をお控えください
■ニコニコ献金
新妻 寛会員
宮本 建治会員：今年度も残すとこ
ろあと1回、武田会長、高橋幹事、
コロナで色々ありましたが1年間お
疲れ様でした。岩城副会長色々お世
話になりました。会員の皆様次年度も
宜しくお願い申し上げます。
岩城 茂樹会員：1年間お世話になりました。
おかげで出席率100％になりました。来年からも
頑張ります。

徳江 孝一会員：やっとSAAの役も終わりそうで
す。皆様のご協力に感謝します。本当にありがと
うございました。
小笠原達也会員：副幹事として1年間お世話にな
りました。次年度は花房会長の下で皆様にお世話
になります。よろしくお願いします。
進藤 直哉会員：国際奉仕・青少年奉仕担当理事
でお世話になりましたありがとうございました。

柴田博美 クラブ研修・プログラム担当理事
あと1年バガナー補佐という仕事が残っています
ので1年は頑張ろうと思うます。来年に備えて3～
4日かけて体の検査をしてまいりました。両委員
長から色々相談されました私も理事になったかい
があったと思います。1年間ありがとうございま
した。

小森 豊弘会員：広報・クラブ会報委員の委員長
を水戸部理事、中野副委員長、明口会員、大玉会
員に支えられ1年間務めさせていただきました。
ありがとうございました。
濱名喜久雄会員：生きててよかったニコニコです。
白岩 征之会員：誕生祝ありがとうございます。
もう七十五才です。
佐藤 淳一会員：毎日がコロナ感染防止との戦い
です。皆さん頑張りましょう。1年間お世話にな
りました感謝です。
清原三枝子会員：誕生祝ありがとうございます。
元気な高齢者道めざして前進します。
小田桐秀敏会員：1年間お世話になりありがとう
ございました。
川西
悟会員：1年間大変お世話になりました
次年度もさらにお世話になります。何かとお手や
わらかにお願いします

■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

高橋 禎 ロータリー財団・米山記念奨学担当理事
皆様からのご協力で無事終わりました。ありがとう
ございました。
徳江孝一 SAA
SAA無事終了する事が出来そうです。1年間が
長く感じました。阿部、掛村両副SAAが機転が
効いていて無事に乗り切った感じです。
最大の失敗は「武田会長、点鐘お願いします」と
言って点鐘が無かったことがありました。いい経
験をさせていただきました。ありがとうございま
した。
木村 誠 会計
アナログ人間だった私がちょっとだけパソコン
も触れるようになり、仕事にも生かせて感謝して
います。1年間でしたが本当にありがとうござい
ました。

■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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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

退任����
�

花房 浩一会員：武田会長コロナ禍の中1年間お
疲れ様です。次年度もアシスト宜しくお願いします。

大玉公輝会員
この度退会させて頂くことになりま
した。理由としては高齢であることと
私の動体視力が効き目であります右目が
非常に衰えていることで運転への不安を感じるよ
うになりました。ロータリー生活は満足したもの
でした。いろんな人と知り合うことができました。
仕事でもありますカメラを通じ知り合いとなり、
距離感が縮まりました。これからもどこかでお会
いできましたら声をかけてください。本当にあり
がとうございました。
■退任挨拶
進藤直哉 国際奉仕・青少年奉仕担当理事
ロータアクトがRIの加盟クラブとなり位置づけ
が変わり地方分担金が交付されるようになりました。
新型コロナウイルス接触アプリ「COCOA」の登
録をしましょう。
1年間ありがとうございました。
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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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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
ついにラス前のご挨拶となりました。本日は、私
が入会して学んだ事をお話致します。
全く知らないで入会したのは、私だけではないと思
いますが、花房次年度会長と知り合いでなかったら、
間違いなく私は、ここにいないと思います。ただただ、彼と飲
み歩くだけのちっちゃな人生を歩んでいたんだろうと。外向き
でない私でしたが、沢山の先輩に良くしてもらい、沢山の後輩
にも気にかけて頂き、入会 19 年、奉仕というより仕事場では
得られない、家族でも待られない大人としての在り方を学ばせ
て頂きました。話は上手ではございませんが、多少は色々な人
と積極的に会話が出来るようにもなりました。お客様と接する
ことにも抵抗を感じなくなりました。
（営業むきでない）ロー
タリーにいて一番感じることは、人は人をよく見ている。見ら
れているといつも肌で感じながら、入会 5 年日頃から、自分
の出来る事にべストを尽くして今まできました。人の言うなり
に行動したりするのは楽ですが、それでは成長しない。人の話
はちゃんと聞く、そして自分の意見をだす。会社では、ある種
ワンマンでもいいのでしょうが、ロータリーは、会長が思う通
りにやるというのは、私は違うと思います。人の話は、ちゃん
と聞く。これが最低限の基本と思います。そこから信頼がうま
れると私は、学びました。ロータリーで信頼される事は、企業
人としても信頼されると思います。大先輩方がおられるのに僧
越では御座いますが、このようにお話できるのは、ロータリー
を辞めないでいた証だと思います。私はこれからもベストを尽
くし、まだまだ足りない所を学ばせて頂きます。
■出席状況報告
11月平均出席率 74.5％
■ニコニコ献金
6月22日

104,000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
698,765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％

