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2020−21年度国際ロータリーのテーマ

令和２年７月８日
■ゲスト紹介

会 長

長 澤 秀 行

ロータリーは機会の扉を開く
今日は、ガバナー補佐公式訪問の第1回目です。クラブ運
営には、松田英郎ガバナーの地区方針を理解することが重

RI第2500地区第6分区ガバナー補佐

要と心得ていますが、新型コロナウイルスの影響で、準備不

柴田

足が否めない中で、新年度がスタートしました。先ほど、柴

博美 様

田博美ガバナー補佐から、いくつかのご指示、情報をいただ
ガバナーとしての活動方針6項目

きました。今後のクラブ運営に反映したいと思います。

①会員増強と退会防止

先週の7月2日、帯広ローターアクトクラブの新年度第1回

②ポリオプラス及びロータリー財団への協力

の例会に参加しました。会長は、成田カレンさんから、田辺

③米山記念奨学会への協力

義勝さんへと引き継がれました。クラブテーマは、
「 広げる

④グローバル補助金活用による地域社会への協力

友の輪!奉仕の輪!」ということです。ソフトボールやフリー

⑤マイロータリーの登録

マーケットを通じて、奉仕の輪をひろげようということで

⑥ロータリアンとしての意識改革

すので、皆様も是非、参加していただきたいと思います。併

について、講話をいただきました。

せて、会員の入会を求めていますので。皆様からのご紹介を
お願いしたいとのことでした。
最後に、コロナ対応についてですが、先週に引き続き、ソ
ーシャルディスタンスを守って、オンライン配信も同時に
行う形の例会となっています。先日の報道によれば、市内の
陽性者の濃厚接触者50名を検査した結果、すべて陰性とい
うことでしたので、ほっとしているところですが、油断せ
ず、状況を見守っていきたいと思います。
■プログラム

（理事会）

「決算・監査・予算報告」
前年度決算報告
前年度の決算報告について、川上前年度
会計より報告がありました。
前年度会計監査報告
チーフセクレタリー

武田

啓司 様

セクレタリー

小森

豊弘 様

■会長報告

前年度会計監査報告が、佐藤前年度会計
監査よりありました。
長澤

みなさん

秀行 会長

こんにちは。

ま ず、こ の 度 の 九 州 豪 雨 で 被 災 さ れ た

予算案説明
今年度の予算案について、大江

平会計

より説明がありました。

方々に、心からお見舞い申し上げます。今
は、九州に限らず、大雨による土砂くずれや
河川の氾濫による被害が全国的に広がっているようです。

理事就任挨拶
大江

平 会計

このような豪雨災害は、ここ数年続いています。あらため

1年間財務管理をしっかり行い、長澤会長

て、温暖化あるいは気候変動を実感するところです。今年の

の掲げる「ONE TEAM」、そして一体感の

場合は、新型コロナウイルスの感染にも注意しなければな

ある組織作りの助けになればと思い、頑張

らず、なお一層大変です。被災された方々の、一刻も早い日

っていきたいと思います。どうぞよろしく

常への復帰を祈りたいと思います。

お願いします。

猿川

陽介 会場監督

帯
 広北RC、7月24日
（金）
の例会は、
祝日のため休会と致し

役員・理事・会員の皆さまのご協力の下、

ます。

安心して例会に出席していただき、お食事
や情報交換を楽しんでいただける時間と空

帯広南RC、7月27日
（月）
の例会は、
休会と致します。

間をご用意させていただきたいと考えてい
③帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内

ます。皆さま1年間よろしくお願いいたします。
工藤

大輔 クラブ管理運営理事

日

時

7月28日（火）午後6時30分

場

所

未定

昨年度末から今年度にかけて、多くの新
会員の皆さまに入会いただいております。

④帯広西RC、夜間例会開催のご案内

新しい方にもロータリーのことをたくさん

日

時

7月30日（木）午後6時30分

知っていただき、楽しんでいただけるよう

場

所

北海道ホテル

な例会運営になるよう、理事としてサポートしていきたい
■新入会員紹介

と思っています。どうぞよろしくお願いします。

株式会社ノベルズ
小田

西尾

剛 クラブ広報・会員組織理事
昨年度末を最後に、多くの先輩や同輩、そ

取締役

康宏 会員

（推薦者：長澤

秀行 会員）

して後輩がクラブを去りました。約4か月顔
を合わせられなかったことが、退会を止め

帯広コア専門学校

られなかった原因と思うと残念です。しか

千葉

し今年度は、それを糧に「ONE TEAM」で、そして心を1つに

理事長 兼 校長

直樹 会員

（推薦者：讃岐

武史 会員）

して長澤年度を盛り上げていきたいと思います。
■委員会報告
合田

・ニコニコ献金

倫佳 奉仕プロジェクト理事
今年度、多くの予算をいただきました。会
長の思いを実現すべく、頑張っていきたい

（親睦活動委員会）
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柴田

博美 様

1年間宜しくお願い申し上げます。

と思います。皆さまのお力をお借りする場
面も多々あると思いますが、1年間よろし

■出席報告
7/8例会の報告

くお願いします。

会員総数87名
小水

（出席委員会）

基弘 幹事

内免除会員2名

出席者数60名 内出席免除会員0名
札幌に本拠地をおいて、
通いで帯広ロータ

内Zoom3名

出席率69.0%

リーの運営を行っていく状況で、
皆さまのご
協力がなければ、
会の運営はままならないと

■7月のプログラム予定

うことでございます。ぜひ皆さまに迷惑をか

7月15日（水）
「委員会活動計画発表」

（理事会）

けないように一生懸命頑張っていきたいと思います。1年
間よろしくお願いします。
■会務報告

小水

基弘 幹事

①帯広RC、7月22日
（水）
の例会は、
休会と致します。
②帯広西RC、7月23日
（木）
の例会は、
祝日のため休会と致し
ます。

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。
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