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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

2018-2019年度 RI会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう
2018-2019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.com
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■2500地区2018年　10月
　平均出席率 79､1％

■帯広5RCクラブ出席率 　10月
帯　広ＲＣ
帯広北ＲＣ
帯広南ＲＣ

81.3％
81.6％
77.3％

帯広東ＲＣ
帯広西ＲＣ

91.0％
84.3％

第1252回例会
 

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。

Weekly Report

ホームページが新しくなりました

◆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
　1月21日 　24,000円　　累計 　477,000円

■出席状況報告
　12月平均出席率　76.2％

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH
Weekly Report

第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

2019.1.21

■会務報告  　　　  　森田かおる　幹事

　　　　　　　　
　

　

■会長挨拶　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　小田衣代　会長

（１）帯広南ＲＣ、2月11日（月）の
　　　例会は、祝日のため休会と致し
　　　ます
（２）帯広５ＲＣ・芽室ＲＣ・音更ＲＣ、合同例会開催のご案内
　　　日　時　2月13日（水）午後0時～　　会食
　　　　　　　　　　　　　　午後0時30分　例会
　　　　　　　　　　　　　　午後1時30分　終了
　　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　　　講　師　藤谷護人様
　　　　（弁護士法人エルディ総合法律事務所所長　東京麹町ＲＣ）

　　　演　題　「ポリオプラスと国際奉仕」
　　　※尚、帯広東ＲＣ、2月12日（火）の繰下げ例会と致します
　　　　　　帯広西ＲＣ、2月14日（木）の繰上げ例会と致します
　　　　　　帯広北ＲＣ、2月15日（金）の繰上げ例会と致します
　　　　　　帯広南ＲＣ、2月18日（月）の繰上げ例会と致します
（３）帯広北ＲＣ創立60周年記念式典祝賀会開催のご案内
　　　日　時　2月22日（金）登録受付　16：00
　　　　　　　　　　　　　　記念式典　16：30
　　　　　　　　　　　　　　記念祝賀会　18：00
　　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　　　登録料　10.000円

■ニコニコ献金　　　　　　　坪坂　透会員

　一月は大寒もあり、一年で最も寒さの厳しい季節です。
インフルエンザが流行っているそうですが、皆さん体調は崩さ
れていませんでしょうか？
1月 7日に行われました新年交礼会は皆さまのご協力のおかげ
をもちまして、大変盛り上がり、有城会員の歌でさらに楽しく
過ごすことが出来ました。ありがとうございます。
年始の慌ただしさから、ようやく日常の暮らしに戻り、日本海
側では雪もかなり深くなる中、今年も約 125 万人の成人式が
各地で行われました。
皆さんのお嬢さんやお孫さんが成人を迎えられた方もいると思
いますが、よい出会いに恵まれ、一歩一歩、素敵な大人になっ
てほしいと思います。
さて、昨年末に【PayPay】という電子決済アプリが【100 億
円還元】と銘打って 20％還元を打ち出しましたが、いまの政
府は電子決済が進んだ国から来た外国人に対して、東京オリン
ピックを控え、もっと電子決済を普及させたいとしています。
そして今年の 10 月の消費税引き上げに際して、消費刺激策と
して、増税分の 2％をポイントで消費者に一時的に還元する手
段としても電子決済は有効だと政府は考えています。
今の時代カード決済があふれている上、街の小売業者の方たち
も電子決済の機械を導入しなければならないという混乱も起き
ているようです。すごい勢いで世の中は変化しています。それ
に対応するには、ボーっとしていられません。

■ビジター紹介

　　　　　　　　
　

　

旭川東北RC：茶木　拓治様
　会員数16名のクラブです。仕事は
計量器機で当社は帯広に事業所があり、
農業関係・お菓子屋さんなどの計りを
扱っています
■ポールハリスフェロー

　　　　　　　　
　

　

■プログラム

　　　　　　　　
　

　

さて、本日はザンビアからゲストをお招き
しております。私たちが知らない国からや
ってきて、知っている人もいない場所で働
いている勇気ある、フィリス・ブフクさん、
本日はようこそおいで下さいました。
後ほど宜しくお願いいたします。

旭川東北ロータリークラブ
　茶木　拓治様：本日はよろしく
お願いします
　
　上川　正司会員：あけましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願い致します。
　
　明口　隆光会員：私のペンネームで伊藤会員の
ギャラリーで強制的に開かれている写真展の案内
状がテーブルに置いてあります。珍しい写真が多
くあり、B2サイズの大きさですので迫力がありま
す。無料ドリンク券も用意しておりますので、是
非おいで下さい。但し、私はおりません。
　

　

　佐々木信弘会員：誕生祝いありがとうございま
す。今年一年がんばります。

　宮本　建治会員：2018年度7月から12月迄のニ
コニコ献金の累計額は493,000円で御座居ます。
以上、半年間の報告をさせて頂きたく、ニコニコ
献金を致します。

上川　正司会員

花房　浩一会員

阿部　公夫会員

佐藤みゆき会員

小田　衣代会員

■ロータリーの友　　　　　　徳江孝一会員

「私から見た日本と
　　ザンビアの国際関係」
　英会話教師　フィリス・ブフク様
　英会話教師　通訳　ラーナット代表　的場衣織様
　ザンビアのことをお話しします
ザンビアはアフリカの南部になります。父は炭鉱
で働います母はビジネスウーマンです。
主食はシマというトウモ
ロコシの粉のようなもの
で1日2回食べます
ザンビアにもロータリー
クラブがあります。
とても美しくリラックス
できる場所がたくさんあ
ります。有名な観光地で
ヴィクトリアフォールズ
があり、毎年世界中の観
光客が訪れます。
野生の動物ゾウ、カバ、
ライオンなどがいます。
ザンビアはキリスト教の
国なのでとても平和です。
ぜひザンビアに遊びに来
て下さい。
　Ｑ＆Ａ
Ｑこの十勝の寒さはどう
　ですか？
Ａすごく寒いですけど頑張っています
Ｑ通勤は？
Ａ会社のすぐ近くのアパートを借りていて通勤1分
Ｑ一度も転んでない？
Ａ一度転びそうになりました恥ずかしかったです
Ｑ母国語は英語ですか？
Ａ公用語は英語ですが73個からのローカルな言語
　があります。
Ｑ日本の印象は？
Ａすごく安全で夜歩くのも怖くないです平和な国
　だと思います日本の文化大好きです
Ｑ治安は？
Ａザンビアはアフリカの中で
　も安全な国です。南アフリ
　カは危険なので旅行は気を
　付けてください。

　子供のサイエンス実習ということで
クラブで紹介されていました。
帯広発明家協会も今年は70周年という
事で子供のためにイベントが2月23日に
開催されます
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