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■帯広5RCクラブ出席率 　3月
帯　広ＲＣ
帯広北ＲＣ
帯広南ＲＣ

 74.1％
 100％
 50.0％

帯広東ＲＣ
帯広西ＲＣ

 100％
 100％

■2500地区2022年　3月
　平均出席率      76.9％

■出席状況報告
　3月平均出席率　　50.0％

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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◆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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■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、夜間例会開催の
　　　ご案内（ガバナー公式訪問）
　　　日　時　8月1日（月）
　　　　　　　　　　午後6時30分
　　　場　所　北海道ホテル
　　※記念写真をお撮り致しますので、午後6時
　　　15分に会場にお集まりください
　　※当日は男性はクラブネクタイ、女性はクラ
　　　ブスカーフを着用下さい
　　　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　　 　　　　成田孔一会員
濱名喜久雄会員：堂田君の入会あり
　　　　　　　　がとうご座居ます。
　　　　　　　　堂田ともども一年
　　　　　　　　間よろしくお願い
　　　　　　　　します
　　　　　　　　一年間ニコニコでいられます様
　　　　　　　　ニコニコです。いつも感謝×２
　　　　　　　　です
澤田　　一会員：7月23日幕別、24日釧路、道東
　　　　　　　　落語まつり JALが飛んでくれて
　　　　　　　　来客の皆様に喜んでもらいました
萬　　智光会員：前回のマージャンクラブで初め
　　　　　　　　て2位になりました

頂きたいと思います。
また会員増強プロジェクトからは、各委員
会にそれぞれ 1 名の会員を推薦して頂きた
い。1 名人会させろと言う意味ではなく 1
名ピックアップして頂ければ、会員増強
プロジェクトのメンバーが検討してお願い
にあがるということです。
後ほど西保委員長の方からお話があると思
います。その節はどうぞ宜しくお願い致し
ます。
さて本日は 2500 地区第 6 分区の松原ガバ
ナー補佐がお越しでございます。
私と松原ガバナー補佐は 10 年前におなじ
幹事としてご一緒させて頂きました。
そんな意味でも 1 年間、健康に留意されて
頑張って頂きたいと思っております。
後程の講話を楽しみにしています。

■プログラム　　　　決算・監査・予算報告

　
澤田智治 前年度会計・高橋勝実 監査・松田　整 副会計

　皆様こんにちは！
十勝管内では7月に入り極端な天候不順が続いて
いるようです。
日照時間は20日現荏で平年の半分以下、また雨量も
平年の5割増しと言うことです。またその雨も週末に多く私な
ど週末ゴルファーにとって大変つらいもので、先々週・先週と
2回続けてカントリークラブからクローズの連絡がきたという
大変ストレスの貯まる日々です。しかしゴルフなんかよりも、
この農業大国十勝にとっては日照不足より心配になるところで
す。
さて新型コロナ感染の話はあまりしたくはないのですが、ここ
に来て異常な数の数字が発表されております。この南クラブで
も陽性者また家族などからの濃厚接触者が出てきております。
緊急事態宣言やこの地域でのまん延防止が出ない限り例会は続
ける予定でおりますが、来週のガバナー公式訪問の際のお酒の
提供する予定でおりますが、北海道ホテルの感染症対策ノウハ
ウを生かしたりマスク会食を実行しつつ注意をはらって、例会
を続けて行きたいと考えております。皆様の御協力を宜しく御
願い致します。
ロータリーの動きとしては昨日、旭川においてロータリー財団
セミナーがあり、当クラブからは松田幹事と坪坂理事が参加す
る予定でありましたが、坪坂理事が都合により参加できず、松
田幹事が前日からの地区ロータリー財団部門の研修と参加して
きました。日を改めてクラブの財団委員会のメンバーに伝えて

■委員会報告　
中野尊仁　青少年奉仕委員長
　チャリティーソフトボール大会が
8月28日午前6時より音更中央公園
ソフトボール場で開催します。
参加料として古切手・リングプルの回収は例会時
に持ってきて頂いてもよろしいです。皆さんの参
加をお待ちしています。
　
山口陽史　親睦活動委員長
　8月28日家族野遊会を開催します。
雨天決行で10時集合

■ガバナー補佐訪問　　　
第６分区ガバナー補佐　松原光一様
　地区役員の皆さんと各クラブとの橋渡しとなる
よう頑張ります。
・ロータアクトの会員増強にご協力ください
・地区大会は 10 月 9 日旭川で開催
・IM は 3 月 18 日　ホテル日航ノースランド帯広
・第 6 分区の旗を更新します各クラブ 3,000 円の
　負担お願いします
・2023-24 年のガバナー補佐候補に音更クラブの
　田中義博会員を推薦します。
　

　会長方針と活動目標を述べさせていただきます。
私の会長方針を「ロータリーを学び、仲間を増や
そう」とさせて頂きました。
昨年末からこの 2500 地区でも RLI リーダーシッ
プ研修というのを取り入れてまいりました。オン
ラインで 66 クラブの会長・幹事がいくつかのグ
ループに分かれて、色々なテーマで議論しあう訳
です。あらかじめ質問事項も出されていてその質
問がめちゃめちゃ難しい内容で、かなり時間のか
かる予習をしなければならないのです。私などは、
大切な日曜日を丸々使わされて、「なんでこんな
事をさせられるのか」と腹立たしささえおぼえま
した。しかしながら 3 回の研修を終えて、私は都
合により 2 回しか終了していませんが、入会 17
年目の私ですがこのリーダーシップ研修で本当に
数多くの事を勉強させて頂きました。
改めてロータリーを学ぶことの重要性を痛感させ
られました。このような内容を噛み砕いて何らか
の形で例会のプログラムで伝えていければと思っ
ております。
そして会員増強であります。私共南口ータリーク
ラブは一時期ではありますが 80 名を超える会員
がいた事もありました。今年のスタートは 64 名
です。数が多ければいいと言う訳でわありません
が、やはり減少し続けることはとても寂しいと思
います。そこで今年度は和田副会長を筆頭に会員
増強プロジェクトを作らせて頂きました。このプ
ロジェクトメンバーに人を集めろと言う訳ではあ
りません。このメンバーが中心となりいろんなア
ンテナを張り、一人でも多くの仲間を増やしてい
ければと思っております。会員の皆様にもお願い
に上がることもあると思います。そのときにはど
うぞよろしくお願いいたします。その為にも楽し
い例会作りをしなければと思っております。
　　　　　　　　　※つづきはのち程掲載します
　

■会長方針


