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「すべてに感謝」Thanks for everything
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2019−20年度国際ロータリーのテーマ

出席
報告

■プログラム
「世界のロータリアンと繋がる入口」広報委員会
・広報委員会委員長 河村 知明 会員
今年度の地区目標の3番目に、
『My Rotary登
録 すべての情報は、My Rotaryにあります。
活用することが学びにつながります。
』とあり
ます。
本例会は、My Rotaryの機能の紹介と利
用方法を皆さんにお伝えする事で、MyRotaryへの登録者を
増やし、活用の促進をはかる事を目指しました。活用事例と
して、My Rotaryのクラブ検索https：//my.rotary.org/ja/
search/club-finderのページで、
実際にブルガリアのソフィア

会員総数93名（内免除会員4名）

出席者数 57名
0

小沢 昌博 会長
会員の皆様 こんにちは。
9月16日午前4時50分、
早朝に当クラブ元会長
進藤恒彦会員がご逝去致しました。
昨日の通夜
並びに本日の葬儀と御参詣の会員におかれま
しては、
ありがとうございました。
入院中でございましたが、
肺炎にて享年88歳をもってご逝
去されました。
昭和48年に、
当クラブに入会されて以来、46年に渡るロー
タリーでの活動、
お疲れ様でございました。私達も進藤先生
の後に続きロータリーの輪を続けて参ります。
さて、
前回、9月8日、
日曜日は本別の地での家族野遊会、
皆
様、
楽しんでいただけましたでしょうか。60名近くの登録を
いただき、天候も良く、楽しいプログラムを皆さん参加いた
だきました。
しかし、一番人気は渋谷醸造さんと足寄化石博
物館の視察でありました。親睦活動委員会では、雨天対策も
かねてのプログラムのようでしたが、
この十勝が遥か大昔、
海の中であったという痕跡がはっきりとわかりました。
親睦活動委員会の皆様、準備から撤収まで、
ありがとうご
ざいました。
本日は広報委員会でのプログラム、
世界のロータリアンと
繋がる入り口とのプログラム 今、RI,地区共に会員のマイ
ロータリーへの登録を推進しており、
会員とRIのつながりを
保つことをしています。
マイロータリーへの登録により双方の情報が繋がり、
ロー
タリーの輪が広がります。
パソコンでもスマホでもタブレットパソコンでもすべて
可能です。
皆様と共に本日勉強したいと思います。
最後に来週10月24日は世界ポリオデ―になります。
世界中
でポリオ根絶活動がおこなわれます。皆様もインターネッ
ト、SNSを利用しての参加、
募金などご参加お願い致します。
以上をもちまして、
会長報告とさせていただきます。

小沢昌博

ロータリーは世界をつなぐ
9月４日例会

■会長報告

会 長

メークアップ 15名

欠席者 21名
（名）

93

のロータリークラブを検索し、
メイキャップした時のお話を
させていただきました。
クラブ検索では、
世界の全てのロータリークラブとロータ
ーアクトクラブを、場所から検索でき、例会日の曜日や例会
時間で絞り込むことが可能です。
出張や旅行先でメイキャッ
プをする時に、
とても便利な機能です。世界中のロータリア
ンと繋がれるのは、
ロータリークラブの醍醐味では無いでし
ょうか？私は、ブルガリアにて、メイキャップをした時は、
Google翻訳をフル活用して、
全くわからないブルガリア語と
ほとんどわからないけど、フィーリングで押し通す英語、そ
して、必殺のボディーランゲージで、ブルガリアの皆さんと
交流でき、
面白い体験ができました。
また、
もう一つのMy Rotaryの活用方法として、
コミュニテ
ィメンバーを探す機能があります。https：//my.rotary.org/
ja/search/people
My Rotaryに登録している世界中のロータリアンやロータ
ーアクトのメンバーを、スキルや関心で絞り込んで、検索し
たり、名 前 で 検 索したりする事 が できます。そして、My
Rotaryを通して、
メッセージを送る事ができます。
ロータリ
アンに特化したFacebookの様なSNSがMy Rotaryの大きな
特徴になっています。
その他にも自分の寄付の履歴などを見
る事が出来るなど、ロータリー活動に関する様々な情報が
MyRotaryには詰まっています。
是非、
まだ登録されていない
方がいらっしゃいましたら、
これを機会に登録してみていた
だけると幸いです。
なお、本例会中に広報委員メンバーのサポートの元、新た
に5名ぐらいのMy Rotaryの登録者が増えました事も報告に
付け加えさせていただきます。
ありがとうございました。

■ビジター紹介
バンコクロータリークラブ ヘルメス・ファン様

■RI第2500地区 米山記念奨学生 AP ユヘンドラ 様
■会務報告
飛岡
抗 幹事
①RI第2500地区大会
（釧路）
開催のご案内
日 程 令和元年10月11日
（金）
〜10月12日
（土）
場 所 コーチャンフォー釧路文化ホール他
《大会1日目
（11金）
》
記念親睦ゴルフ大会 8：30〜 釧路カントリークラブ
《大会2日目
（12土）
》
登録受付
11：00〜 コーチャンフォー釧路文化ホール
本会議
11：50〜15：00
〃
記念講演
15：00〜16：00
〃
本会議
16：15〜17：00
〃
大会記念大懇親会 18：00〜19：30 釧路市観光国際交流センター
※地区大会登録料：13,000円 記念ゴルフ登録料：5,000円
②帯広南RC、9月23日
（月）
の例会は、
祝日のため休会と致し
ます。
③帯広西RC、
夜間移動例会開催のご案内
日 時 9月26日
（木）
午後6時30分
場 所 夢 人
④帯広北RC、
夜間移動例会開催のご案内
日 時 9月27日
（金）
午後6時30分
場 所 とかちプラザ
⑤帯広東RC、
移動例会開催のご案内
日 時 10月8日
（火）
午後0時30分
場 所 JICA北海道
（帯広）
⑥帯広西RC、10月10日
（木）
の例会は、
休会と致します。
帯広南RC、10月14日
（月）
の例会は、
祝日のため休会と致
します。

た。
第2500地区でまとめて被災地へ送ります。
・ニコニコ献金
工藤
稔 会員
9月8日の家族野遊会ではバーベキューの準備に手こずり、
昼食開始時間が少し遅れてご迷惑をお掛けしましたが、
皆様
のおかげて無事に家族野遊会を行う事が出来ました。
田守 由宗 会員
9月8日野遊会において抽選会の賞品をいただきました。
あ
りがとうございました。
角 健太郎 会員
9月8日、初めての野遊会に参加させていただきました。楽
しいプログラムに美味しいバーベキュー、晴天にも恵まれ、
大変楽しませていただきました。
お楽しみ抽選会では小沢会
長賞を頂戴し、
大変豪華な賞品に一緒に参加した妻も大喜び
でした。
楽しい1日をありがとうございました。
石山 直貴 会員
9月8日、本別の地での例会にお越しいただき、ありがとう
ございました。
及川ゆかり 会員
栂安理事長賞をいただきました。
ありがとうございました。
池田 健太 会員
先日の家族野遊会にて豪華景品をいただきました。
ありが
とうございます。
栂安 雅満 会員
先週、
帯広国際カントリークラブのグランドシニア選手権
で初のチャンピオンになりました。
今まで無冠の帝王などと
言われ続けておりましたが、
やっと汚名返上をする事が出来
ました。
今週末はシニアの選手権があるので頑張ります。
木村 裕氏 会員
8月に2週間入院し無事退院しました。
初期の食道癌という
ことで内視鏡手術をしました。
検診の胃カメラで発見されま
したので、
皆さんもちゃんと検診を受けて下さい。
河村 知明 会員
本日、広報委員会で例会担当させていただきます。
よろし
くお願いいたします。
・配偶者様お誕生記念日祝い
小林 光樹 会員

■退会挨拶 三好 健夫 会員
このたび転勤により帯広を離
れることとなりました。1年半の
短い間でしたが、
大変お世話にな
りました。
本来であれば、
仕事でもロータリー活動でも、
本格
的に貢献する時期であり、大変心苦しく思っております。今
後、
ますますの皆様のご繁栄を祈念しております。

■出席報告
9/18例会の報告
会員総数92名 内免除会員3名
出席者46名 内出席免除会員1名
9/4例会の報告
メークアップを含む出席者数72名 出席率81.8%

■委員会報告
・社会奉仕委員会
九州北部豪雨の災害義援金を募り38,500円が集まりまし

■次週プログラム予定
9月25日
（水）
「会員卓話」 山田 政功 会員、
田中 利治 会員
（プログラム委員会）

↑帯広ロータリー
クラブホームペー
ジ。バーコードリ
ーダーで読み込
む事ができます。

例会日 / 水曜日 12:30 〜 13:30
例会会場 / ホテル日航ノースランド帯広 TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日 ●認証番号 /3820 ●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F TEL0155-25-7347 FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 河村 知明・副委員長 / 脇坂 篤直・柴田 勝浩
委 員 / 奥田
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