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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
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報告

会員の皆様

昌博 会長

こんにちは。

先日、11月3日、文化の日に先週、ご案内
しておりました昭和25年より始まりました
帯広市文化賞を長澤エレクトが受賞されま
した。この賞は当クラブでは昭和30年に能勢眞美元会員、
昭和58年に荘田喜與志元会員に続き3人目の受賞でありま
した。おめでとうございます。
来月12月4日、当クラブ年次総会を開催いたします。ご案
内を送付いたしますので、御出席のほど、よろしくお願い
いたします。
ま た、先 ほ ど、理 事 会 に て2021－22年 度 会 長 お よ び
2020－21役員選考委員会を設置致しました。まだ、11月で
ございますが、新年度に向けて準備が始まりました。
さて11月はロータリー財団月間になります。
RI理事会と管理委員会は、毎年11月を「ロータリー財団
月間」に指定しています。この月間中、クラブは少なくとも
1回の例会プログラムを、財団に関する内容とすることが
求められています。本日はこの例会プログラムとさせてい
ただいております。及川財団委員長、佐藤真康会員宜しく
お願い致します。
1964－65年度RI理事会と管理委員会は、毎年11月15日を
含む1週間をロータリー財団週間とすることに定めました。
その後1983－84年度に、11月をロータリー財団月間と
定めました。
財団の奨学金事業及び人道的諸事業についての知識と
理解を深め、財団の推進に役立つプログラムを実施する月
間であり、RI理事会指定の10の月間の1つです。
また、もうひとつ世界インターアクト週間があります。
RI理事会は、ロータリークラブとインターアクトクラブ
に、11月5日を含む1週間（月〜日曜日）を「世界インターア
クト週間」として順守するように奨励しています。それは、
ロータリークラブとインターアクトクラブを「顕著であ
り、国際規模の活動」に参加させるためであります。
皆様もぜひ、ローターアクトクラブへの出席を渡辺委員
長と共にされてみてください。20代の青年達がローター
アクト活動を、宮崎ホテルにて夜間開催しており参加自由
で、メーキャップとなります。
以上をもちまして、会長報告とさせていただきます。
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■会務報告
飛岡
抗 幹事
①帯広RC、健康診断開催のご案内
日 時 11月13日（水）午前11時（例会前）
場 所 ホテル日航ノースランド帯広2F
②帯広RC、移動例会開催のご案内
日 時 11月27日（水）午後0時30分
場 所 帯広第一病院（6F第一会議室集合）
③帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 11月8日（金）午後6時30分
場 所 とかちプラザ
④帯広南RC、夜間例会開催のご案内
日 時 11月25日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
⑤帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 11月28日（木）午後6時30分
場 所 北の屋台
⑥帯広北RC、11月29日（金）の例会は、休会と致します。
■新入会員紹介
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東北海道支店 支社長 田中 有樹 会員
（推薦者：讃岐 武史 会員・村松 一樹 会員）
■委員会報告
広報委員会
先月案内をいたしました2020年6月4
日出発のロータリー世界大会の参加申
込書をレター BOXに入れさせていただ
きました。現時点で6名の方の申し込み
をいただいております。ぜひとも10名以上で出席できたら
と思います。ご参加いただける方は12/3
（火）までにFAXで
お申し込み下さい。
職業奉仕委員会
来週11/13（ 水）は健康診断の実施日です。会員の皆さま
の健康増進のため、毎年開催しております。午前11時から
の開始ですが、毎年混雑するので、受診される方は早めに
お越しください。
親睦委員会
今年度、親睦委員会は毎月開催をしております。今月は
11/19（火）19時より、ホテル日航ノースランド3F「しらか
ば」での開催です。皆さまの参加をお待ちしています。
■ニコニコ献金
髙橋 勝坦 会員
この度、10月末の任期により、帯広商工会議所会頭を退
任致しました。4期12年間、皆様方のご指導・ご支援により
務めを終えることが出来ました。心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

↑帯広ロータリー
クラブホームペー
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長澤 秀行 会員
帯広市文化賞をいただきました。皆さまのお陰です。あり
がとうございました。
森
光弘 会員
毎週の土曜夜、BSテレビ東京で家族の健康に出演しま
す。皆さん20時54分からです。どうぞ御覧下さい。
柴田 勝浩 会員
来年2月8日〜12日の5日間、とかち帯広空港より、AIR
DOのチャーター便による台湾ツアーを企画しました。台湾
ランタンフェスティバルもご覧いただけます。フリープラ
ン9万9800円より、来週11月12日（火）発売です。
櫻井 博一 会員
帯広刑務所の移動例会には、沢山の参加をいただき、大変
ありがとうございました。
及川ゆかり 会員
本日、例会を担当させていただきます。
及川ゆかり 会員
テーブル全員出席達成、もしかして第一号でしょうか？
・ご本人お誕生日祝い
曽我 彰夫 会員
外㟢
河村 知明 会員

裕康 会員

関山

岳大 会員

・配偶者様お誕生日祝い
小白 智志 会員
長澤
梶野宗一郎 会員
田中
伊藤 秀敏 会員
大江

秀行 会員
利治 会員
平 会員

工藤
工藤

大輔 会員
稔 会員

・ご結婚記念日祝い
工藤
稔 会員
畑
國枝 千秋 会員
奥田
曽我 彰夫 会員
増田

英明 会員
潔 会員
仁志 会員

木村
田中

尚志 会員
一郎 会員

■出席報告
11/6例会の報告

出席委員会

会員総数92名 内免除会員4名 出席者数60名 内出席免除会員0名
10/23例会の報告 メークアップを含む出席者数65名 出席率73.0%
10/16例会の報告 メークアップを含む出席者数60名 出席率69.0%
10月の平均出席率 72.9%
■次週プログラム予定
11月13日（水）
「第39回ライフセミナー報告会」
（青少年育成委員会）
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