Weekly Report

■誕生祝い

高橋 禎 出席委員長
メークアップついて必要な時があ
りましたら記入し委員長にお願いし
ます。今月の出席率が 80.06％
進藤直哉 青少年奉仕委員長
チャリティーソフトボール AM7：20
からの試合で場所は幕別町運動公園
岡田佳奈 親睦活動委員長
8 月 26 日（日）家族野遊会は足寄
から 4 名参加頂き、合計約 90 名の
参加の連絡いただきました
徳江孝一 広報クラブ会報委員長
ロータリーの友では会員増強推進
月間という事で会員増強の可能性に
ついて女性会員を増やそうがテーマ
になっています 2500 地区は 32 位
松田英明 ゴルフ同好会幹事
濱田会員のホールインワン記念コン
ペをさせていただきます。
9 月 2 日（日）参加宜しく
遠藤嗣延会員
三井杯十勝チャンピョンシップは
終了となりましたが、畜大練成会が
スポンサーとなり十勝少年野球チャン
ピョンシップ大会畜大杯として開催さ
れることとなりました
■ニコニコ献金
加藤貴裕会員
佐藤 和年会員：今年度情報委員長
になりました。一年間宜しくお願いし
ます。
大玉 公輝会員：8月4日満80才の
大台に乗りました。健康維持に1日1
万歩6㎞のウォーキングをしています。
此の先もロータリアンとカメラマンと
して居られるよう励みます

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

小林千修会員
ロータリーのバッチについて
土地を買ったり売ったりする時、司法書士は立ち
会うのですが、登記の書類を売主から買主へと登
記を進めますが、ある時の買主さんが「良かった」
と言ったのです。私のバッチを見て「どちらのク
ラブですか」と尋ねられ「帯広南です」と答えま
した。その時はじめてロータリアンの重みを感じ
ました。ロータリアンは信用されているのだと
思いました。ロータリーを通じて人を知るという
ことが出来るということそれがロータリアンです。
仲村 晋会員
小林会員とは同期入会で長い付き合いです。柴
田会員の紹介で檀家となったお寺も同じと死んで
も付き合う関係です。
いろんな縁をロータリーで頂き、ロータリーライ
フを楽しんでおります。
ロータリーはいろんな意味でいろんな形のお友達
が出来て非常にいいシステムではないかと思いま
す。皆さんも仲良く最後まで途中でやめたりない
で続けていただきたいと思います。

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

2018年8月

会員増強・新クラブ
結成推進月間
◆四つのテスト◆
１
２
３
４

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

■ニコニコ献金
7月23日
遠藤 丈会員
徳江 孝一会員：広報クラブ会報委員会委員長
を務めることになりました。皆様のご協力をお願
い致します。
西保
剛会員：今年度ロータリー財団・米山
奨学記念の理事を仰せつかりました若輩者でござ
いますが一年宜しくお願い致します。
田所 義国会員：先日の南ロータリーコンペで
グロスワクで優勝出来ました。次回からハンデー
4で片手シングルです出来るだけ欠席させていた
だきます。
澤田
一会員：文珍、円楽、小猫落語会が無事に
終えることが出来ました。来年も人気者を揃えて計画
致しますニコニコです。
小森 豊弘会員：7月1日より代表が変わりまし
た。小川和幸が代表取締役会長に、副社長でした
工藤孝樹が代表取締役社長に就任いたしました。
今後ともよろしくお願いします。
遠藤
丈会員：この度、社長を務めさせて頂
くはこびとなりました。社業発展と従業員の為全
力をつくしますので今後とも宜しく御願致します。

■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
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■会務報告
森田かおる 幹事
（１）帯広南ＲＣ、8月13日（月）の
例会は、休会と致します。
（２）帯広南ＲＣ、家族野遊会開催
のご案内
日 時 8月26日（日）午前10時
場 所 焼肉ガーデンまくべつ
（幕別町依田385 TEL56－2125）
※ジャンボタクシーご利用の方は、
北海道ホテル正面玄関9：15出発
■委員会報告
佐藤和年 ロータリー情報委員長
活動するにあたっての情報を提供
する委員会です。1 回目の情報集会
をお盆明けの 2 週間内にお願いします

■プログラム
松田 整 プログラム委員長
本日のプログラムは小林会員と仲村
会員に「会員卓話」をお願いします。
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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

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

皆さんこんにちは。連日暑い日が続いていましたが、今
日は涼しく、気温の差で体調を崩さないようにしていただ
きたいと思います。
西日本豪雨災害義援金の要請が 2500 地区よりありまして、
先ほどの理事会にて、各クラブより 10 万円の義援金を出すことに決
定いたしましたので、ご報告いたします。
また、以前より申請しておりました、地区補助金の申請が承認され
ました。今回は申請件数も多く、総事業費も高額で地区補助金の配
分枠も大幅に超過しましたが、RI 及び地区が定める要件の中で可能
な限り調整していただきました。寄贈用のシールを東洋ラベルさん
にお願いいたしました。この贈呈式は 9 月 1 日道新杯少年野球大会
の開会式で行われますので私と遠藤財団委員長と出席してきます。
今月は会員増強・新クラブ結成推進月間ということで、会員増強の
必要性は地区、クラブの活性化はもちろんですが、今の皆さんにとっ
て、居心地の良い人数とクラブが本来あるべき目標とする人数が合
致しているのか、また、どんな人を入会させたいのか、それには職
業分類を知ることも必要だと思います。また、会員増強において大
切なのは会員を維持することだと思います。会員の満足度を高める
ために関心や希望について意見を聞くことも大事ですし刺激的な情
報を提供したり積極的に参加できる機会を増やしたりしてクラブに
活気が生まれ活動が充実していると会員であり続けようという気持
ちも強くなると思います。例会にはロータリアン以外のたとえば友
人や家族、職場の人などに参加をしていただいてもいいのではない
かと思います。この南クラブは時代の流れに沿った無理をせず自然
な形で女性を受け入れてくれています。本当に皆さん素敵な方ばか
りだと嬉しく思っています。懸命に活動をする会員にみんなで感謝
をしましょう。
■出席状況報告
7月平均出席率

■2500地区2018年 5月
平均出席率 79､4％
■帯広5RCクラブ出席率

80.0％

■ニコニコ献金
8月6日

6,000円

累計

181,000円

帯 広ＲＣ 77.4％
帯広北ＲＣ 80.0％
帯広南ＲＣ 75.5％

5月

帯広東ＲＣ 92.9％
帯広西ＲＣ 80.6％

