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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29日
■会長報告

長澤

会 長

長 澤 秀 行

ロータリーは機会の扉を開く

秀行 会長

出席したい」とおっしゃっていたとのことでした。今月末に

先週末は4連休となった方も多かったと思

は退院の予定ということです。また、例会に出席され、軽妙

います。もともと、東京オリンピックの開会式

洒脱なお話を聞くことのできる日が来ることを楽しみに待

と閉会式にあわせて、
「海の日」
「体育の日」
「山

ちたいと思います。

の日」を移動させていたものですが、オリンピ
ックが延期されたため、あたかもGo Toキャンペーンのた
めの連休となってしまいました。
7月23日の「海の日」は、本来7月の第3月曜日ですから7月

■プログラム

（プログラム委員会）

「委員会活動計画発表」
ロータリー財団委員会

野村

文吾 委員長

20日からの移動でした。24日は今年から「体育の日」をあら

長澤会長の、特にランクアップすべき4つの

ためた「スポーツの日」でした。
「体育の日」は、1964年の東

方針の1つで、地区活動方針にも関わる公共イ

京オリンピック開会式の日を記念して1966年に制定されま

メージと認知度の向上のため、多くの会員の

した。もともとは10月10日だったものを2000年にハッピー

方に寄付していただける環境を研究して、構

マンデー制度ができて、10月の第2月曜日になりました。オ

築していきたいと考えています。

リンピック終了後の2022年からは10月の第2月曜日にもど
ります。ちなみに、8月8日、9日の土日に続いて、8月10日

米山記念奨学委員会

及川ゆかり 委員長

は「山の日」で3連休となりますが、これもオリンピックの閉

今まで通り、皆さまからのご協力をいただ

会式に合わせた処置です。本来、
「山の日」は8月11日です。山

きたいのですが、今年度はコロナの影響もあ

の形が漢字の八、11は木をイメージしたものだそうです。

り、皆さまからのご協力をなるべくやりやす

連休となると、観光で人の移動が伴います。コロナが収束

いやり方を考えてご案内します。金額や方法

していない今、特に、キャンペーンの時期が早すぎるという

も考えたいと思っておりますので、皆さまにご提案できる

意見もあります。Go To キャンペーンから東京在住者を除

ようになりましたら、ぜひご協力をお願いします。

外するということになり、東京が感染源のような印象もあ
ります。私としては、気を付けて行動するという意識があれ

国際奉仕委員会

小林

光樹 委員長

ば、厳しい制限は必要でないと思います。万が一、陽性とな

今 年 度、長 澤 会 長 の テ ー マ が「ONE

ったとしても、犯罪者扱いするのではなく、そこから拡大し

TEAM」ということで、昨年度から引き継いだ

ないように気を付けるということを心掛ければいいと思い

事業ではありますが、マレーシアと「ONE

ます。

TEAM」になれるように活動していきたいと

国際ロータリー日本事務局（東京都港区）は、7月20日か

思っています。コロナが収束した際は、現地に行って建築の

ら8月31日まで、在宅勤務となり、電話での対応ができませ

写真などを撮って、皆さまにご報告できればと思っていま

んという連絡がありました。在宅勤務は、私の職場でも進め

す。皆さまのご協力をいただいて、1年間頑張っていきたい

ています。私も、週一回のペースで在宅勤務をしています

と思います。

が、どうも、自宅で仕事という切り替えが難しく、経営者あ
るいは従業員にとっても、勤務時間の管理が課題になると

広報委員会

進藤

敦史 委員長

思います。しかし、これからは、テレワークが進み、効率よく

今年度広報委員会は、当クラブが実施して

時間を使いながら、特に、東京であれば、通勤に費やす時間

いる奉仕活動の周知、地域社会におけるロー

とストレスを排除して働き方を変えるキッカケになるよう

タリークラブの認知度アップと会員相互の交

な気がします。

流補助を主な役割として活動してまいりま

本日最後の報告です。7月15日に、橘精三先生のお見舞い

す。今年度RI2500地区テーマは「ランクアップしましょう」

に行ってきました。病院での面会はできないということで

です。そのためには会員皆様の協力なしには困難です。当ク

したので、事務所でお嬢さんにお見舞いをお渡ししてきま

ラブテーマ「ONE TEAM」を旗印に、一つになって盛り上げ

した。
「面会謝絶」ではなく、コロナ感染の予防対策が理由と

ていければと考えております。皆さまの温かいご協力とご

のことでした。ご本人は順調に回復していて、
「 早く例会に

理解をよろしくお願い申し上げます。

会員増強委員会

讃岐

武史 委員長

期始81名でスタートして本日89名という

10分から3時20分の予定です。出席の締切は8月6日です。
たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております。

状況ですが、そもそもの目標は92名、できれ
ば94名を目指したいところなので、あと3名

・ニコニコ献金

から5名の新しい会員の方をお迎えしなけれ

進藤

ばならない状況です。皆さん常に会員増強を気にかけてい

（親睦活動委員会）

敦史 会員

今年度委員長です。久しぶりの広報ですが、頑張ります。

ただき、ご推薦いただきますようお願いいたします。
讃岐
■会務報告

小水

基弘 幹事

武史 会員

柳田祐子さんの入会をご承認頂き、ありがとうございま

①帯広RC、8月12日（水）の例会は、休会と致します。

した。

②帯広西RC、夜間例会開催のご案内

柳田

日
場

時

歴史と伝統ある帯広ロータリークラブへの入会をご承認

7月30日（木）午後6時30分

所

祐子 会員

いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願い

北海道ホテル

します。
③帯 広南RC、8月10日（月）の例会は、祝日のため休会と致
奥原

します。
帯広西RC、8月13日（木）の例会は、休会と致します。

宏 会員

ドコモ土屋氏を紹介致します。宜しくお願い致します。

帯広北RC、8月14日（金）の例会は、休会と致します。
土屋
④帯広東RC、家族野遊会開催のご案内
日

時

8月23日（日）午前10時

場

所

池田ワイン城

守 会員

入会させていただき、ありがとうございます。
■ご本人お誕生日祝い

※尚、8月18日（火）の繰下げ例会と致します。
⑤帯広西RC、家族野遊会開催のご案内

進藤

敦史 会員

■出席報告

（出席委員会）

日

時

8月23日（日）午前10時

7/29例会の報告

場

所

北海道ホテル

会員総数88名

※尚、8月20日（木）の繰下げ例会と致します。

内免除会員2名

出席者数59名  内出席免除会員0名

内Zoom2名

出席率67%
■新会員紹介

（会員増強委員会）

株式会社ドコモCS北海道帯広支店
土屋

■次週プログラム予定
8月5日（水）
「会員増強について」

守 会員

（推薦者：奥原

（会員増強委員会）

RI第2500地区会員増強委員長

宏 会員）

日本放送協会帯広放送局
柳田

支店長

渡辺喜代美 様

局長

祐子 会員

（推薦者：讃岐

武史 会員）

■委員会報告
・青少年育成委員会
ローターアクトクラブ12時間チャリティーソフトボール
大会のご案内です。日時は8月30日（日）、試合時間は午後2時

↑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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