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2016-2017年度 RI会長
ジョンF・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

2016-2017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4F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc . jp/
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R I 2500地区
帯広南ロータリークラブ
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小川　芳勝

花房　浩一

三浦　静子

水戸部公平
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　平均出席率 83､8％

■帯広5RCクラブ出席率 　4月
帯　広ＲＣ

帯広北ＲＣ

帯広南ＲＣ

94.0％

74.2％

88.4％

帯広東ＲＣ

帯広西ＲＣ

83.7％

93.9％

7月11日 　48,000円　　累計 　114,000円

4月平均出席率　88.4％

第1149回例会

 

例会
案内

月曜日　広尾RC：日高信金広尾支店２F（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

Weekly  Report

会長
方針 ロータリーの今を楽しみ・積極的に参加しよう

2016.7.11

Weekly  Report

　参議院選も終わりましたが都知事選に消されていまい
ち盛り上がらない参議院選だったかと思います。
日本ハムファイターズが 14 連勝と北海道を元気づけてく
れています。特に昨日の試合は最後の最後までチャンスが
あるのだと改めて思い知らされ楽しい試合を見させていただきました。
　今日は奥原ガバナー補佐様を迎え入れての例会です。奥原ガバナー
補佐様には 1年間各 11 クラブを 4～ 5回まわるという結構過密な１
年になります。一年間身体に御留意され全うして頂ければと思います。
　さて、今日 7 月 11 日は世界人口デーだそうです。1987 年に地球
の人口が 50 億人を超えた事から世界の人口問題の関心を深めてもら
う為に国連が制定した世界人口デーの日です。
世界の人口は今 73 億 3769 万人で 1年で 1000 万人が増えています。
ランキング 1位は中国 13 億 6700 万人、2位インド 12 億 5000 万人、
3位アメリカ 3億 1900 万人、日本は 10 位で 1億 2700 万人ですが世
界は増えていますが 4 年連続減少しています。65 歳以上は 110 万
2000 人と少子高齢化が進んでいます。当クラブも 60 歳以上が半分
で「年々だらだら」の人生にならないように「ピンピンコロリ」の
人生目指して頂きたいと思います。認知症防止には社交ダンスがい
いと言われています。ダンスは異性と手を握り、音楽を聴く、リズ
ムを取ると大変良いと聞いています。
私も土曜日にボランティアで高齢者ダンスを指導しています。運動
不足・健康のためにと思う方はぜひ来て見ては、お孫さんを連れて
きていただいても結構です。参加してみませんか？

■会長挨拶　　　　　　　　　　　小川芳勝　会長

■会務報告　　　　水戸部公平　幹事
（１）帯広南ＲＣ、7月18日（月）の例
　　　会は祝日のため休会と致します
（２）帯広南ＲＣ、ガバナー公式訪
　　　問第３回クラブ協議会のご案内
　　　日　　時　7月25日（月）午後5時
　　　場　　所　北海道ホテル
　　　出席義務者　理事・役員・委員長・３年未満会員
　　※該当者は午後4時45分までにお集まり下さい
　　　　活動計画書を必ずご持参下さい。
（３）帯広南ＲＣ、ガバナー公式訪問夜間例会開催のご案内
　　　日　　時　7月25日（月）午後6時30分
　　　場　　所　北海道ホテル
　　※例会前に記念写真をお撮りしますので
　　　　18：10までに例会場へお集まりください
　　

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

■出席報告

池田　正義会員：にんむしゅうりょうし、ぶじに
　　　　　　　　きこくしました。
杉山　玉夫会員：会員増強委員会の担当理事とし
　　　　　　　　て一年間お世話になりました。
　　　　　　　　ありがとうございます。
　　　　　　　：昨日、桂歌丸、円楽の落語で大
　　　　　　　　笑いしてきました。澤田一会員
　　　　　　　　の御配慮に感謝です。
澤田　　一会員：昨日 6月 19 日幕別で行われた
　　　　　　　　歌丸・円楽落語会はおかげさま
　　　　　　　　で満席のお客様に落語を聞いて
　　　　　　　　いただき‥ニコニコです。
柴田　博美会員：麻雀同好会の初代チャンピョン
　　　　　　　　になりました。振り込んで頂い
　　　　　　　　た会員に感謝！空気の読めない
　　　　　　　　幹事長ですいません。
岩原　道直会員：麻雀同好会で年間 2位になりま
　　　　　　　　した。
　　　　　　　　2位じゃだめなんですけどね～
富樫　精司会員：何にもなくニコニコです。
川西　　悟会員：一年間お世話になりました。こ
　　　　　　　　れからも宜しくお願い致します
松田　英明会員：先日の本年度麻雀大会最終戦で
　　　　　　　　優勝させていただきました。
　　　　　　　　次年度は年間優勝目指して頑張
　　　　　　　　ります。ニコニコです。
　7 月 4 日分　掛村真二会員
小川　芳勝会員：会長として一年間一生懸命頑張
　　　　　　　　らせていただきますので宜しく
　　　　　　　　お願いします。所紀夫さん・一
　　　　　　　　色貢さんの承認頂きました。有
　　　　　　　　難うございます。
花房　浩一会員：副会長として一年間よろしくお
　　　　　　　　願い致します。
三浦　静子会員：今年度副会長仰せつかりました。
　　　　　　　　大役に緊張感を感じております
　　　　　　　　小川会長の方針に従い一年間頑
　　　　　　　　張ります。
出村　行敬会員：会長エレクトとして小川会長の
　　　　　　　　元、勉強させていただきます
　　　　　　　　又、所新会員の御承認ありがと
　　　　　　　　うございました。
水戸部公平会員：結婚記念祝いありがとうござい
　　　　　　　　ます。また、一年間幹事として
　　　　　　　　がんばります。
宮本　建治会員：会場監督として皆様にはお世話
　　　　　　　　になります。会員数が増加して
　　　　　　　　おりますのでご迷惑をおかげす
　　　　　　　　ることもあるかもしれませんが
　　　　　　　　ご協力宜しくお願い致します。
高橋　　禎会員：米山記念奨学委員長を担当する
　　　　　　　　事になりました。一年間宜しく
　　　　　　　　お願い致します
田所　義国会員：小川丸の出港おめでとうござい
　　　　　　　　ます一年間の無事航海をお祈り
　　　　　　　　致します。沢田新会員の承認と
　　　　　　　　今年度職業奉仕委員長です。
　　　　　　　　合わせて一年間皆様にお世話に
　　　　　　　　なります宜しくお願い致します。
伊藤　儀三会員：小川丸の出港にエールを送りま
　　　　　　　　す。ガンバレ！
　　　　　　　　つづきは次回掲載いたします。

　　　　　　竹部義弘　前年度委員長
　　　年間出席率 87.56％
　出席率 100％43 名のうち女性 6名

第 6分区ガバナー補佐　奥原　宏様
　2500 地区ガバナー駒形様は「ロー
タリーのあしたのために積極的に行
動しよう」と目標を掲げています。
RI 会長は「人類に奉仕するロータリー」
ポリオ撲滅と会員増強を掲げています。1年間宜
しくお願いします。
　　　　　　　　　6 月 20 日分　掛村真二会員■ニコニコ

進藤　直哉会員：一年間 SAA にご協力いただきあ
　　　　　　　　りがとうございました。
渡辺　　聡会員：スンバ当地区補助金教育支援チ
　　　　　　　　ーム無事な帰還おめでとうござ
　　　　　　　　います。清原、池田会員お疲れ
　　　　　　　　様でした。青少年、国際奉仕両
　　　　　　　　委員長松田、佐藤会員そして委
　　　　　　　　員の皆様お陰様で担当理事とし
　　　　　　　　て任を終えることが出来てニコ
　　　　　　　　ニコです。
小柴　　満会員：情報委員長として一年間大変お
　　　　　　　　世話になりまして有難うござい
　　　　　　　　ました。
佐藤みゆき会員：佐藤年度最後の事業が終了しま
　　　　　　　　した。インドネシアスンバ島へ
　　　　　　　　の教育支援南RCを代表して清原
　　　　　　　　さん、池田さんが活動に参加し
　　　　　　　　無事帰国しました。
　　　　　　　　会長はじめ担当理事委員会の皆
　　　　　　　　様の協力のもとお陰様で滞りな
　　　　　　　　く終われた事に感謝致します。
清原三枝子会員：バリ・スンバから無事もどれま
　　　　　　　　した。３つの小学校でとても感
　　　　　　　　謝されました。クラブの事業で
　　　　　　　　感動の笑顔にかこまれ感謝です。

■委嘱状

■ガバナー補佐訪問

清原三枝子会員


