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「グレート・リセット 未来へ！」 会

方針

2022−23年度国際ロータリーのテーマ

■会長報告

村松 一樹 副会長
11月はロータリー財団月間です。ロータリー財団
の使命は、環境保全に取り組み、人々の健康を改善
するとともに質の高い教育を提供して貧困をなく
すことを通じて、世界理解・親善・平和の構築に寄与
することです。2021-22年度は4億3,400万ドル以上
の資金を集めることができ、グローバル補助金に1,190件以上、地区
補助金に470件、災害救援補助金に225件が授与されました。その目
的・成果をご理解いただき、積極的なロータリー財団へのご支援を
よろしくお願いいたします。
以上で会長報告を終わります。
まつばら

こういち

■ゲスト紹介 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐 松
原 光
一様
まつおか
まさかつ
セクレタリー 松岡 真勝 様
【松原ガバナー補佐ご挨拶】
皆さん、こんにちは。本日は2回目の補佐訪問にな
ります。よろしくお願い致します。
まずもって、10月8･9日に行われた地区大会にご
参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
地区内ロータリアン1,052名、その他の登録者を含め
ますと総登録数1,102名となりました。その中、第6分区の総参加者
数は182名でした。懇親会の食事はイマイチでしたが盛大に開催さ
れましたことをご報告しますのと、参加・出席していただいた方に
御礼を申し上げます。
また、10月24日の世界ポリオデーについて、ロータリークラブ
プレゼンツ「世界ポリオデー INオール北海道ポリオ撲滅キャンペ
ーン」と題して、全道版のFM局2局と全道の地方FM局が24日に一
斉にラジオ放送を行いました。帯広では、JAGAとWINGで、放送の
最初と最後に、11のロータリークラブ名をアナウンスしていただ
き、
「提供のもと」として地区から用意された音源を流しました。放
送料は、全道版は地区事務所、第6分区分は各クラブ6,000円の負担
をいただきFM局で放送を流しました。皆さまの会費の一部を使わ
せていただいたことに感謝と御礼を申し上げます。
次にIMについてですが、来年の3月18日に行う予定で実行委員会
が動いております。皆さまご存知のとおり、物価の値上がりと円安
の影響で、前年度の懇親会を含めての7,000円では厳しく、今の段階
では流動が激しく、近くなってみないとはっきりとした金額は言え
ませんが、数千円あげさせていただきたいと思います。どうぞ、皆さ
まのご理解、ご了承のうえ、慣例になっております全員登録のほど、
よろしくお願い申し上げます。
次になんですが、鶴見ガバナーエレクトから、皆さまにご相談と
お願いがきております。各クラブに口頭で一度説明して欲しいとの
ことですので、ご報告致します。要点のみお話させていただきます。
鶴見年度は、会員・クラブに寄り添うことを念頭にし、そのクラブ
にあった内容の話ができる公式訪問例会を開催したい。それに伴
い、公式訪問時は、会長・幹事懇談会と公式訪問例会のみとし、クラ
ブ協議会は当日行わず、来年の5～6月の間に次年度ガバナー補佐
が主体となり公式訪問の前に行う。協議会終了後の講評もガバナー
補佐が行う。流れとして、1月：RIテーマ方針発表、3月：PETS、4月：
地区研修協議会、5～6月：ガバナー補佐訪問クラブ協議会というこ
とで、地区研修協議会が終わって約1 ヶ月で、会長方針、それに基づ
く各委員長さんの活動計画、まだ3 ヶ月残しの今年度の活動報告。
クラブ活動計画書の作成、製本。そののち、5～6月に公式ガバナー
補佐訪問、クラブ協議会となります。
久木年度の1回目のガバナー補佐会議時にもこの話は出ました
が、ガバナー補佐レベルの段階で反対が出て、やらないことになり
ました。追って詳しい内容は、鶴見エレクトから各クラブに案内が
来ると思います。賛否を含めて、皆さんの意見を鶴見エレクトにど
んどんぶつけてください。
以上、2回目のガバナー補佐訪問のご挨拶とご報告とさせていた
だきます。
ありがとうございました。

イマジン

長

竹川博之

ロータリー

■会務報告
櫻井 博一 幹事
①帯広西RC、11月3日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
②帯広RC、健康診断開催のご案内
日 時 11月16日（水）午前11時～12時15分（例会前）
場 所 ホテル日航ノースランド帯広2F フィオーレ
検査内容 血液検査、尿検査、血圧測定
③帯広南RC、夜間例会開催のご案内
日 時 11月21日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
④帯広東RC、11月22日（火）の例会は、休会と致します。
帯広RC、11月23日（水）の例会は、祝日のため休会致します。
帯広南RC、11月28日（月）の例会は、休会と致します。
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 11月24日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
■委員会報告
・ニコニコ献金
【10月26日分】
＜鈴木 正信 会員＞
本日卓話を担当させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
＜森
光弘 会員＞
オミクロン変異株第12波の最中、数件のクラスター介護施設を
担当しています。皆様には御迷惑と御心配をおかけしております
が、頑張っています。
【11月2日分】
＜板谷 圭佑 会員＞
居宅介護支援事業所「あいのて」を開設しました。ケアマネージャ
ーも入社し、これから本格始動していきます。医療と介護の連携を
密にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
＜北村
貴 会員＞
本日、新入会員卓話を行います。よろしくお願い致します。
＜髙橋 章文 会員＞
本日、新会員卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
＜池田 健太 会員＞
テーブル100%となりました。ありがとうございます。
・11月誕生日祝
曽我 彰夫 会員
河村 知明 会員
木村 裕氏 会員

千葉
外﨑

直樹 会員
裕康 会員

竹川
熊田

（親睦活動委員会）
博之 会員
智通 会員

・11月結婚記念日祝
曽我 彰夫 会員
野村
鍋田 大樹 会員
奥原
木村 尚志 会員
工藤
板谷 圭佑 会員

文吾 会員
宏 会員
稔 会員

國枝
荒井
林

（親睦活動委員会）
千秋 会員
純一 会員
淳也 会員

■プログラム 「新会員卓話」
松岡 準志 会員

髙橋

章文 会員

北村

貴 会員

（プログラム委員会）

■出席報告
（出席委員会）
会員総数：90名（内免除会員3名）
出席者数：59名（内免除会員0名 内zoom参加者4名）
本日の出席率：65.6%
■11月のプログラム予定
11月9日（水）「新会員卓話」
（プログラム委員会）
成田 浩之 会員・金山 紀久 会員・鍋田 大樹 会員

↑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。

11月16日（水）「地区財団の目標と実績と目指すところ」
（ロータリー財団委員会）
第1地域ロータリー財団地域コーディネーター補佐（ARRFC）
第1地域恒久基金・大口寄付アドバイザー（E/MGA）
パストガバナー 細川 吉博 様（帯広北RC）
11月23日（水）「休会」※祝日
11月30日（水）「マレーシア『水』の現状について」
（国際奉仕委員会）
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