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第3707回例会

令和３年８月４日

「絆」人と人との結びつきを大切に

方針

2021−22年度国際ロータリーのテーマ

■会長報告

栂安

会 長

栂安雅満

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
雅満 会長

とされました。

昨晩のスペインとのサッカー見ていまし

今年度は、コロナ禍ではありますが、
「職業奉仕」への理解

たか？残念ながら日本は負けてしまいまし

を深めて頂くため、3回の担当例会（先輩ロータリアンの卓

た。随所で得点のチャンスはあったのです

話、会員による職業奉仕紹介など）と健康診断を予定してお

が、スペインの堅い守りに阻まれて得点を

ります。

あげることが出来ず残念でしたね。朗報も
あります、女子ボクシングの入江選手が女子史上初の金メ

●社会奉仕委員会

池田

雄一 委員長

ダルです。カエルが好きという方で、卒業後はカエルに関係

帯広RC会長方針「絆」。コロナ禍によりリアルでの人と人

した企業に勤めたいと話をしていましたが、どんな会社な

の結びつきが希薄になっている現在、いか

んでしょうね。

に新しい形での地域社会との絆を定着させ

東京オリンピックも残り4日間となりました。今日も卓球

る事ができるかが、より重要になっている

など金メダルが期待できる競技がありますので、今夜もテ

と感じます。社会奉仕は活動を通じて、
「人

レビから目が離せませんね！

と人」
「 人と社会」の結びつきをより強固な

前回お話したワクチンの職域接種ですが、ロータリーの

ものにできるよう地域社会に貢献してまいります。

会員、及びその家族で希望者を募っていましたが、会員企業

メインの取り組みとしては帯広RC30周年事業で建立さ

の社員も希望者がいれば大丈夫ですので日産自動車の担当

れた「帯広発祥の地記念碑（東9条南5丁目）」の清掃活動で

者よりにメールをお送りしますので、ご希望の方はご返信

す。昨年度、メンテナンス作業が行われましたが、コロナの

いただきます様、宜しくお願い致します。

影響により会員がリニューアルされた記念碑を確認するこ
とができませんでした。

■プログラム「委員会活動計画の発表」
（プログラム委員会）
●米山記念奨学委員会

山田

政功 副委員長

十勝・帯広の開拓者に敬意を表し、そのシンボルの意義を
再認識してまいります。

進藤委員長の代理で報告いたします。米
山記念奨学会は日本ロータリーの創始者、
米山梅吉の偉業を記念し発足しています。

●青少年育成委員会

梶野宗一郎 委員長

未来を担う、ローターアクターたち。その世代をきちんと

国際ロータリーから認証を受けており、ク

責任をもって、育てる世代として、シェカー

ラブ内にて行える国際奉仕事業です。留学

ル・メータ会長のテーマであります「人生を

生の母国の理解と親交を深め当クラブが実施している奉仕

豊かにする」ことを基本として活動します。

活動を周知し、当クラブ会長方針「絆」に沿って地域社会に

その大きな柱は、栂安会長の方針「絆」であ

おけるロータリークラブの役割、会員相互の交流と米山記

ります。コロナ禍で活動が制限される中、

念奨学会の理解を深めていただけるよう活動してまいりま

種々の行事を共に行いながらローターアクターとの結びつ

す。皆様の温かいご協力とご理解をよろしくお願い申し上

きを大切にして、サポートしていきたいと考えています。

げます。
●国際奉仕委員会
●職業奉仕委員会

大和田三朗 委員長
〜ロータリーのロータリーたる所以は職

業奉仕の実践にあり〜

伊藤

秀敏 委員長

奉仕をすることで、私たち自身の人生も豊かになり、成長
させて頂くことで、ロータリーの素晴らし
さ広めていくと共に、会員同士の絆を築き

職業人である我々は職業を通じて社会の

上げていきます。また、地区国際奉仕委員会

いろいろなニーズを満たすことで「職業奉

が企画検討されている
「各市町村内で行わ

仕」の実践、つまりは地域社会や世界に良い
変化をもたらす存在になれると考えます。
地区の高木職業奉仕委員長は、重点目標として、

れる新型コロナワクチン接種に関する正し
い情報を会員に周知する」という項目について、広報委員会
とも連携しながらホームページに情報開示する等の取り組

1.
「ロータリーの目的」
をクラブ全員が理解する機会を設ける。

みもしていきたいと思います。昨年度からの引継ぎとなり

2.
「四つのテスト」
の素晴らしさを共有できる例会を設ける。

ます、グローバル補助金事業として、マレーシアのロータリ

3.
「ロータリーの行動規範」
を先輩ロータリアンのスピーチな

ークラブと当クラブがインターナショナルスポンサーとし

どで理解を深める。
4.職場訪問或いは職業に関するスピーチを行う。

て参加し、マレーシアの先住民族オラン・アスリの住宅地へ
水道水を供給する事業を考えております。今年度は実施に

向けての年ではありますが、状況を踏まえて活動していた
いと考えておりますので、皆様のご協力の程、よろしくお願
いいたします。
■RI第2500地区
米山記念奨学生

ナダ・アラヤスクン 様

■委員会報告
・ニコニコ献金
栂安

（親睦活動委員会）
・配偶者様お誕生祝

雅満 会員

ジュエルゴルフコンペでグロス73でベスグロで優勝しま

（8月）山本

温仁 会員

角

健太郎 会員

した。通算5回目のエイジシュートです。100回達成まであ
と95回頑張ります。

■会務報告

伊藤

①RI第2500地区 地区大会開催のご案内

秀敏 会員

五十嵐聖二 幹事

昨日、大型バイクの免許を取得しました。30年振りの自

日

時

10月10日（日）10：20〜15：30（登録受付9：30）

動車学校は大変でしたが、今は当時とは違い、親切・丁寧に

場

所

釧路市観光国際交流センターほか
※詳細は別紙参照

教えてもらいました。因みに、自動車学校は内木会員の帯広
登録料

第一自動車学校です。
三井

7,000円（入会3年未満会員研修会（10/9）に参加
の場合は別途2,000円）

真 会員

帯広農業高校の勝利を祈念いたします。
・出席表彰記念
佐藤

真康 会員

ホーム100%

17回目

工藤

大輔 会員

ホーム100%

14回目

渡辺喜代美 会員

16回目

五十嵐聖二 会員

9回目

②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日

時

8月5日（木）午後6時30分

場

所

北海道ホテル

③帯広東RC、移動例会開催のご案内（「道の日」道路清掃）
日

時

8月6日（金）午前10時

場

所

帯広中央公園

※尚、8月10日（火）の繰り上げ例会と致します。
④帯広南RC、8月9日（月）の例会は、祝日振替のため休会と
致します。

・委員長就任
雄一 会員

社会奉仕委員長

帯広RC、8月11日（水）の例会は、休会と致します。

大和田三朗 会員

職業奉仕委員長

帯広西RC、8月12日（木）の例会は、休会と致します。

池田

帯広北RC、8月13日（金）の例会は、休会と致します。
帯広南RC、8月16日（月）の例会は、休会と致します。

・ご本人お誕生祝
（7月）山田

政功 会員

（8月）池田

健太 会員

帯広東RC、8月17日（火）の例会は、休会と致します。
角

健太郎 会員

⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日

時

8月26日（木）午後6時30分

場

所

北海道ホテル

■出席報告

（出席委員会）

8/4例会の報告

及川ゆかり 会員

北垣

雅之 会員

会員総数89名

内免除会員4名

出席者数55名

内出席免除会員0名

うちZoom1名

出席率64.7%
■次週プログラム予定
8月11日（水）
「休

会」

8月18日（水）
「帯広RCの会員増強のあり方について」
（会員増強委員会）
8月25日（水）
「例会出席の基本に学ぶ」

↑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。

（出席委員会）
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●ホームページアドレス http://www.obihiro-rc.jp

