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第1555回例会
平成29年2月21日㈫　於 ホテル日航ノースランド帯広

◎起　　　立� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎友情の握手� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 高田　進�会　長

◎開 会 宣 言� 加藤雄樹�ＳＡＡ

ロータリーソング 　「我等の生業」

◎ゲスト紹介� 高田　進�会　長

帯広ローターアクトクラブ　幹事　美濃　孝�　様　

◎ビジター紹介� 鎌田　勉�副会長

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

皆さんこんにちは。

先週お話しました山形寒河江Ｒ

Ｃとの提携クラブについての進展

についてですが理事会では、経緯

や状況等、会員への説明がまだ十

分ではない、また提携後の運営や

情報が足りない等の指摘がありま

した。従って、会員への説明や今後の進め方について、

再度検討し提示していきたいと思いますので宜しくお願

いします。

本日はローターアクトの会長以下三名のゲストの予定

でしたが、風邪等体調の理由で美濃幹事一名の出席とな

りました。年度前半を終えての報告と聞いております。

私も何度かイベントに出席させていただきました。毎

回緻密な計画をたて、細かく工夫し仲間と協力し、素晴

らしい、例会やイベントになっています。苦労し努力し、

出来上がったブランは完成した時、強い達成感があると

思います。二十代で仕事が忙しい中、大変頑張っている

と感じます。

まだ後半がありますが、会員減や次年度の周回事業も

あると聞いております。

会長以下、体調に留意し一致協力し頑張っていただき

たいと思います。

以上挨拶とさせていただきます。

会務報告 石川博機 幹事

◎帯広東ＲＣ　夜間移動例会開催のご案内

　日　　時：平成29年２月28日（火）

　　　　　　午後６時30分

　場　　所：幕別パークホテル悠湯館

　会　　費：4,000円　　

　宿泊別途：4,000円

　〈送迎バス〉　集合時間：午後５時30分

　　　　　　　集合場所：パソコンランド駐車場

◎第2500地区第６分区　ＩＭ（都市連合会）開催のご案内

　日　　時：平成29年３月18日（土）

　　　　　　午後１時より受付開始　

　　　　　　　　ＩＭ：午後１時30分～午後５時30分

　　　　　　　懇親会：午後５時45分～午後７時30分

　場　　所：ホテル日航ノースランド帯広

ニコニコ献金 親睦活動委員会　及川武一 委員

毅高田会長　奥原ガバナー補佐より

次年度、新旧、会長、幹事、顔合

わせの連絡がありました。年度末

が近づいてきた感じがします。

毅鎌田副会長　宮古島で泡盛とオリ

オンビールと華々を楽しんで来ま

した。Ｔシャツ３枚で３泊４日でした。

毅板倉会員　電業協会と帯広開発建設部の間で「防災協定」

を締結しました。

毅大塚会員　３泊４日、宮古島旅、日焼け、潮焼けで真

っ黒、一皮むけました。

毅馬渕会員　来週悠湯館での夜間例会皆様のお越しをお

待ち致しております。

毅上野会員　雪が降りました。ニコニコします。

毅西田会員　久しぶりに楽しいお酒の会でした『以酒養真』

（酒をもってまことをやしなう）みなさんありがとうご

S.Mori

2016-2017 年度　国際ロータリーテーマ

【人類に奉仕するロータリー】
2016-2017 年度国際ロータリー会長

ジョンＦ・ジャーム

ガバナーテーマ

【ロータリーの明日の為に、積極的に行動しよう】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

駒　形　曙　美

月間テーマ

【平和と紛争予防 /紛争解決月間】



す第３ブロックです。

第３ブロックとして位置付けはされているのですけど、

中々距離もあるということで交流をはかれないというこ

ともあるので、年に四回交流の場を作っていこうという

ので、第２回目となります秋の交流会というのを行わさ

せていただきました。

まず最初に９月10日の夜に、お酒を交えながらクラブ

間で交流をはかりました。11日には帯広のイベントでも

ある「ホコ天」の方に参加してチャリティー活動に参加さ

せていただきました。そこで得た収益金は全額寄付した

ような形になっております。

次の例会1024回「０から100へ」という例会を十勝エコ

ロジーパークの方で開催させていただきました。

担当委員会としてはクラブ方針委員会というかたちに

なっておりまして、去年８月におきました台風が甚大な

被害をもたらされた所もあったので、帯広クラブとして

何か出来ないのかなと考えまして、ペットボトルのキャ

ップを使ってモザイクアートというのを行いました。

こちらも一般参加者を募って、お子さんだったりそう

いう部分でご協力をいただいて、最終的に出来た物とし

てはこのような形の物で十勝を応援していきましょうと

いうので、例会としては開催されました。合わせまして

当会場で募金も募っておりましたので、そちらは十勝の

被災された所に寄付するというかたちになりました。

1025回例会次は「ボランティア」というので、講師を社

会福祉協議会よりお招きいたしました。

内容としましては、台風の状況の被害の報告と合わせ

まして、後は実際に台風が来た時に自分たちが何が出来

るのか、ということを含めてお話をしていただいたとい

う例会になっております。

1026回例会「ハロウィンパーティー」です。これは国際

奉仕委員会の担当委員会として行わさせていただきまし

て、場所として森の交流館でイベントとしては帯広市の

「ハロウィンパーティー」というイベントがありましたの

で、そこに地域の活性化を通じて帯広ローターアクトク

ラブを知ってもらおうということで今年度初めて参加さ

せていただいた例会になっております。

例会としては「ハロウィンパーティー」なのでコスプレ

をしたりですとか、最初の参加だったので当初は出店ブ

ースを予定していたのですけど、今年度初めての参加と

いうところもあったので、まずは運営サイドからのお手

伝いをしていただきたいという要望があったので、今回

は運営側の参加とさせていただきました。

次年度以降に関しては、ブースを出店できるように活

動を進めていきたいなというところがございます。

1027回例会専門知識開発委員会の方ですね、「多様化さ

れる現代社会相互理解から始まるコミュニケーションの

取り方」というので、グリーンプラザで開催させていた

だきました。

今回は外部の講師「発達障害者支援道東支援センター

きら星」から外部講師としてお招きして例会を組まさせ

ていただきました。

例会の内容としましては、発達障がいということもあ

りますので、これは視覚の障がいを持った方が実際どう

ざいました。

毅深澤会員　宮古島から全員無事真っ黒になって帰還し

ました。

毅益子会員　宮古島とても楽しかったです。ニコニコし

ます。

毅池田会員　本日、青少年奉仕ローターアクト委員会の

担当です。よろしくお願いします。八
は

十
な

八
は

十
な

八
は

十
な

毅角会員　久しぶりの参加になります。ニコニコさせて

いただきます。

プログラム 青少年・ローターアクト委員会　池田　誠 委員長

【ゲスト紹介】

青少年ローターアクトクラブ委員長の池田です。

今日はローターアクトの幹事美濃孝さんからローター

アクトの上期の活動報告をしていただきたいと思います。

奥会長と川瀬理事は私用でこれないとのことですが、

美濃幹事の方からローターアクト報告をしていただきた

いと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。

それでは美濃幹事お願いいたします。

テーマ：【上期事業報告】　
帯広ローターアクトクラブ　幹事　美濃　孝　様

皆さんこんにちは。

帯広ローターアクトクラブ幹事美

濃と申します。本日は、よろしくお

願い致します。

まず最初に本来であれば会長の奥

がこの場に立つところなのですけど、

参加出来ないということで私の方で代行し進行させてい

ただきたいと思います。よろしくお願い致します。

本日大きく三つの内容に分かれております。

７月同報告というので上半期の報告と、後は１月２月

の例会の報告。二番目に、活動計画というのでこれから

のオススメの例会というところ。最後の三番目に、ロー

タリークラブ皆さんにご協力のお願いという大きく三つ

の構成で進めさせていただきたいと思います。

早速ですが活動報告の方を進めさせていただきます。

1023回例会９月９日に行われました、内容としては「海

外の現状を知る」という内容になっておりまして、講師

の方をジャイカ帯広よりお招きしての例会となりました。

内容としましては一般参加者を募っての例会となりま

して、講師の方がザンビア共和国というとこに実際に勤

務されいたというところで、その実体験をもとに中々知

ることのできない海外の現状についてお話をいただきま

した。その中で改めて国際理解と相互理解に繋がるよう

な例会を組まさせていただきました。

一般参加者も約40名程度の参加となり、非常に好評な

例会となりました。

次は例会とはちょっと違うのですけど、第３ブロック

行事というので、第３ブロックというのは釧路北ロータ

ーアクトクラブ・根室ローターアクトクラブ・帯広ロー

ターアクトクラブとうい３つのクラブからなっておりま



いうふうに見えるのかというのを、体験型の例会として

計画をさせていただいているところになります。体験型

ということもあったのでこちらも一般参加者をつのって

の例会となりましたが、凄く好評の例会となっておりま

した。

1028回例会「みんなで体験しよう」というので社会奉仕

委員会のほうでグリーンプラザの方で行いました。こち

らも体験型例会ということになっておりまして、こちら

も外部の講師として社会福祉協議会より講師としてお招

きして例会を開催いたしました。

開催内容としてはベストとか手袋、おもりをつけたり、

後は顔に視覚の制限を受ける装置をつけたり、耳に聴覚

を制限する装置をつけたりして、グリーンプラザで実際

に階段を歩いてみたり後は通常に歩いたり階段を上り下

りしてみたり、高齢者の方が実際どのように生活をして

いるかというところを改めて計画したようなかたちにな

っております。

1029回例会「人生を逆転する学校、通信制高校の現在」

というので、専門知識開発委員会が担当の例会となりま

した。こちらはホーム例会でホテル宮崎のほうで行わさ

せていただきまして、講師としては通信制高校の帯広星

槎国際高等学校に勤務しております下口会員が中心とな

りまして例会を進めていきました。

例会内容といたしましては、リストに星槎高校の在校

生の方また実際に卒業された方を、ゲストとしてお招き

して実際に通信制高校の現状というところのお話をいた

だきました。

在籍している方の意見としましては、かなり充実した

生活が送れているというところと、後は卒業生の方に関

してはその通信高校生で出会った仲間ですとか先生方と

いうのが非常にかけがえのない存在になりましたよとい

うお話もありました。

1030回例会「クリスマスパーティー」です。クラブ奉仕

委員会が担当の例会となっております。例年行われてお

りますロータリアンの皆様やＯＢ・ＯＧ会の皆様に、ご

参加を募って親睦を深めようとする例会となっておりま

す。

内容としましては、余興を中心にお酒も交えて親睦を

深めていきましょう、というところになっております。

今年は十勝の観光スポットに会員が実際に足を運んで、

どこに隠れているというような問題を出してみたり、リ

アル間違い探しというので実際会員が写真を撮ってその

中で違うとこがどこでしょうか？という内容を行わさせ

ていただきました。

そして最後にはプレゼント交換も行いまして非常に盛

り上がった内容になっておりました。参加者は36名と凄

く沢山参加していただきまして、次年度以降も開催を予

定しておりますので是非お時間の都合が良い方はご参加

していただけると助かります。よろしくお願いします。

続きまして今年に入ってからの例会になります。

1031回例会「新春ファクトリア」ということで、この例

会は４役が担当した例会になっております。

内容としましては、お正月ということもあったので、

アクト双六というので双六を行って、双六の項目に今年

の抱負でしたり今後の目標というところのテーマがそれ

ぞれ書いてありまして、そのお題に沿ってロータリアン

の皆様方も発表していただくという形態になっておりま

す。

1032回例会「レッツハングアウト」と題しまして国際奉

仕委員会から例会を開催させていただきました。講師は

外部の方をお招きして今回は畜大の留学生の方を講師と

してお招きして例会を開催させていただきました。

こちらの外部の方はスリランカ出身の講師ということ

もあって、あと１月ということもあったので、それぞれ

の地域のお正月の遊びはそれぞれの地域で違ったりする

ものですから、伝統的な遊びを学んで国際理解をはかろ

うという見解になっております。

伝統的な遊びとしてボールをスプーンの上に乗せて口

でくわえながら移動していくというような遊びをスリラ

ンカの方では行ってますということがありました。

後は合わせましてスポーツと遊びを通じて国際的に仲

良くなっていきましょうよという、意味も含めた例会と

なっておりました。

1033回例会として、毎年恒例になりました「帯広市の

氷まつり」です。今年も参加させていただきました。緑

が丘公園で行いまして夜通しの活動となって今年は「ム

ーミン」を題材として雪像造りを行いました。

通常例年ですと夜の10頃まで作業としては行っていた

のですけど、今年は力を入れて夜の12時頃まで行って今

までに無いくらいの良い出来になったのかなというとこ

に上がっております。

上半期の活動報告としては以上になりまして、最後に

ローターアクトクラブとしては例会を組みたくて考えて、

それを実行するということをテーマとしてやっておりま

して私たちは楽しみながら成長していきますよというと

ころ、後は周りの社会に還元できるように頑張って行き

ますというところで、いつもご協力・ご指導いただきま

してありがとうございます。というところで活動報告と

させていただきたいと思います。

続きまして二番目の活動計画というので、今後の例会

についてこれからのオススメの例会を紹介させていただ

きたいと思います。

まず一つ目に、1036回例会「世界ローターアクトデー」

というのでこちら４役が立っての例会となっておりまし

て、日時は３月17日を予定しております。

内容としましてはローターアクトクラブというのが

1986年３月13日にアメリカのノースカロライナ州で設立

されました。その後1990年に３月13日にはなるのですけ

ど、この日を「世界ローターアクトデー」としましょうと

いうところで動きがありまして1991年度はこの３月13日

のこの日を含む１週間を「世界ローターアクト週間」とい

っております。

その中で例会を組んでいきますというので、目的とし

ましてはロータアクトクラブとロータリークラブの相互

理解を深めて親睦を図ることというところが推奨されて

おりますので、こちらもロータリークラブの皆様に多数

のご参加をお待ちしております。

内容と致しましては、例年ボウリングを通じて親睦を



深めているというところがあります。ただボウリングを

行うというところでは楽しみにかけるというもあるので、

ローターアクトクラブは奉仕団体というところもありま

すので、ストライクやガーターを出した際には募金をし

ていただくという一風変わったルールを設けたりしてお

ります。

後はこのボウリング大会の後に交流会も予定しており

ますので、そちらにも是非参加していただければと思っ

ております。

続きまして今年で第７回目となりました、チャリティ

ーフリーマーケットですね今年は５月14日を予定してお

ります。場所はイトーヨーカドーになります。こちらも

毎年ロータリークラブの皆様方には出品のお願いという

ところでご協力をしていただいている例会になっており

ます。

昨年は熊本地震とも時期がかぶっていたというところ

もあって、非常に多くのご購入をいただいたのと含めて

合わせて寄附金のほうもかなりの量が集まりまして総額

としては27万263円の寄附金というところになりました。

今年もそれをうわまわるように活動していきたいと思い

ますので、是非ご協力をお願いいたします。

出品物の提供のお願いというところになります。回収

方法に関しましては会長の奥または私までご連絡いただ

ければと思います。商品に関しましてはお引き取りにう

かがいますのでよろしくお願いします。

提供していただきたい物品の例といたしましては、食

器や調理器具、キャンプ用品、衣類、ぬいぐるみ、電化

製品、本、贈答品というところで、基本は何でも受け付

けてはおりますよというかたちになりますが、またいた

だく出品の品というのはかなりの量になるので、こちら

で全て動作確認というのはちょっと難しいというケース

もあるので、動作確認のほうだけお手数ではございます

がしていただけると助かります。

以上で活動計画というのでオススメの例会についてご

説明させていただきました。

最後にご協力のお願いということになりまして、帯広

ローターアクトクラブの会員数の推移というので、今後

の状況をロータリークラブの皆様にも一つ理解をしてい

ただきたいというところで作りました。

今年度は全体で29名現在所属しております。その内訳

としては企業会員が13名、個人会員が16名というので、

企業会員が約４割、４：６の位の割合で進んでいます。

次に次年度なのですけど、全体で22名というところで

今年度卒業生が７名予定しておりまして、単純に７名減

る予定になっております。

今のところ入会見込み者としては１名いるのですけど、

卒業生のほうがかなりの量をしめているというかたちに

なっております。内訳としては企業会員様が９名、個人

会員が13名と割合的には同じ位です。

次年度には在籍５年以上の会員というのはこの内の２

名しかいなくなってしまうということもあるので、中々

経験をつんだ会員も一挙に少なくなってしまいます。

さらに次時年度になりますと、約９名が更に卒業して

しまいますというところで、13名に減少して企業会員５

名、個人会員８名というところで、ここ２年位でかなり

の会員数の減少というのが見込まれております。

そしてこの次の翌年には、周年事業等のホストクラブ

としての行事も予定されておりますので、会員の増とい

えばかなりの問題になってくるのかなと思っております。

あとは帯広ローターアクトクラブを運営するにはとい

うところで、ざっとなのですけど約15名程度の会員が必

要ですというところがあります。これは通常の例会を組

んでいくところで考えたところになるのですけど、これ

にさらに周年行事等の内容が加わってくるとかなりひと

り一人の負担が増えてくるのかなというので、中々運営

自体も厳しい状況になるのかなというのがございます。

帯広ローターアクトクラブとしては十勝内の５クラブ

のロータリー皆様がおりまして、非常に恵まれたクラブ

ではあるのですけど、その中でロータリークラブの皆様

にローターアクトクラブというのを理解していただいて、

ご協力ご紹介をしていただけると非常に助かりますとい

うところで、声かけの方をしていただけると助かります

というのがありました。

後は合わせて、これは会長からの意向としてなのです

けど「若手社員に求められる力」というので、非認知能力

というのがございます。

帯広ローターアクトクラブで学べる力としては、１つ

に奉仕活動を通じて広い視野を持った厚みのある人間に

成長できますというところ、２番目に組織を通じてリー

ダーシップと責任感、任務遂行の能力を身につけること

ができます。３番目に人前で話す発表することが多いた

めプレゼン能力の向上させることができます。

企業会員様ですと年間約４万円というのが投資という

かたちになるのですけど、それ以上に会社に貢献できる

ような人間づくりを出来る体制にはなっているのでは、

ないかとありますので是非ご協力していただけると助か

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

最後になりますが、ご清聴いただきありがとうござい

ました。これからも帯広ローターアクトクラブをどうぞ

よろしくお願いいたします。発表は以上になります。あ

りがとうございます。

◎閉会宣言� 加藤�雄樹�ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム 親睦活動委員会

２月28日（火）　「夜間移動例会」

　　　　　　　於；幕別パークホテル悠湯館
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