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■プログラム「帯広RAC今年度会長方針・活動計画」	 新世代奉仕委員会
帯広ローターアクトクラブ　会長　浜野　祥一	様

幹事　道見　賢人	様
　みなさん、こんにちは。
今年度、帯広ローターアク
トクラブの会長を務めさ
せて頂いております、浜野

　祥一と申します。本日は例会に参加させて頂きありがとうござい
ます。
　まず、初めに私の自己紹介からさせて頂きます。株式会社創造設計
舎に勤めており、公共施設や民間施設の建築設計、設計監理を行っ
ております。入社して8年目になります。3年前に西クラブの会員で
ある社長の太田から誘われ、アクトに入会致しました。まだまだ、経
験不足な点もあり、会長を受けるにあたって不安も多々ありました
が、それ以上に、会長を経験する事により、得られるものが沢山ある
と思い、会長に立候補させて頂きました。
　まず、会長をやるからには自分のやりたい事をさせて頂きたいと
思ったので、クラブテーマを会長の意思で決めさせて頂きました。
　今年度のクラブテーマはセレンディピティ〜自分の可能性を信じ
世界を広げよう！〜です。私はこのセレンディピティという言葉を、
アクトに入会する頃に知りました。今ではこの言葉が大好きで、結婚
指輪の裏側にもこのセレンディピティと彫ってもらいました。セレ
ンディピティとは「幸運を掴み取る能力」、「導かれた幸運」などと訳
されます。例えとしてニュートンの万有引力がよく挙げられます。ニ
ュートンはリンゴが木から落ちるのを見て万有引力（ばんゆういん
りょく）を発見しました。ニュートンより前にも、リンゴが木から落ち
るという偶然を見た人はいたはずですが、ニュートンは日頃から物
事について深く考えていたからこそ、この幸運をものにし、大発見に
つなげる事が出来ました。なので、セレンディピティという言葉には 
単なる幸運（lucky）ではなく、その人だから出来たという「幸運を掴
み取る能力」、「導かれた幸運」といった意味となっています。私が特
に好きなのは、単なる偶然に思える出来事も「導かれた幸運」と、あえ
て考える事で今までの自分があるから成功できたと、ポジティブに
考えられる事です。そして、これから起こる難しい挑戦に対しても、
これは今までの自分があるからこそ与えられたチャンスなのだ。と
思う事で積極的に行動できるようになる事です。
　会員にはクラブの活動はもちろん、クラブ以外の活動にも積極的
に参加して頂き、インプットとアウトプットを繰り返し、成長してい
って頂きたいと思い、クラブテーマとさせて頂きました。
　次に今年度のクラブ組織図、4役についてお話させて頂きます。幹
事は本日同席させて頂いている入会3年目の道見　賢人会員です。
　大正交通有限会社に勤めており、個人会員として入会頂きました。
2月には結婚式も予定しており、公私ともに充実した日々を送ってお
ります。
　副会長は入会して5年目となる鈴木　彩乃会員です。税理士法人 
あおぞら会計事務所に勤めており、入会してからほぼ出席率100%
と、とても意欲的に活動しており、私の知らない点や、至らぬ点をカ
バーしてくれいるので、とても助けられています。
　副幹事は入会してちょうど1年くらいの砂原　賢太会員です。㈱帯
広ゴルフ場に勤めており、ゴルフ場勤務という事で、中々この時期の
休日行事には参加できませんが、頑張って、平日の例会に参加頂いて
います。
　もう一人の副幹事は入会してまだ半年の　小峯　洵也会員です。
職場は㈱東北海道ヂーゼルセンターに勤めております。小峯会員は
私と同じ広尾高校の同期で、私が誘って入会頂きました。28歳での

入会となったので、短い期間で沢山の経験をして頂きたい、と思った
のと、日頃の付き合いの中で、経験が無くても必ず力となってもらえ
ると確信したので、副幹事をお願いしました。例年と比べてもかなり
経験年数の浅いメンバーとなっています。今年度と次年度で比較的
ベテランのメンバーが8名も卒業予定なので、今のうちから、比較的
経験の浅いメンバーに四役を経験してもらいたいと思い、今年度の
四役を決めさせて頂きました。ご迷惑をかける点もあるかと思いま
すが、精一杯頑張りますので宜しくお願いします。
　現在帯広ローターアクトクラブは22名で活動しておりますが、今
年度と次年度で、8名が卒業予定です。後でもお話しさせて頂きます
が、会員自身も会員増に向け、力を入れておりますので、ぜひ、ロータ
リアンの皆様にも会員増にご協力頂けると助かります。
　次に今年度の活動計画を説明させて頂きます。アクトの例会は基
本月に2回、第1第3の木曜日19時半からホテル宮崎にて行っていま
す。年間活動計画が資料の裏面に記載してありますのでご覧くださ
い。どの例会も各委員会が打合せを重ねて決めたプログラムとなっ
ています。プログラム名だけだと少し内容が、分かりにくいものもあ
るかもしれませんが、その際は説明させて頂きますので、ぜひ五十嵐
委員長とご一緒に、例会に参加頂けると嬉しいです。
　今年度はこの通常例会に加えて、10/26、27に2500地区の地区協
議会が帯広ホストとして開催されます。また、釧路、根室、帯広の第3
ブロックで行うブロック行事のホストも帯広となるため、ブロック
行事が4回帯広で行われる予定です。ホストの行事が沢山あるので、
負担も大きいのですが、その分経験、成長が図れる年度だと思ってい
ます。ちなみに次年度も、北海道全体の会員が集まる北海道交流会が
帯広ホストで開催されるのと、帯広ローターアクトクラブ創立40周
年が予定されています。このようにこの2年間でかなり大きなイベン
トが山積みです。ぜひこのイベントを成功に終わらせ、得た経験を今
後のクラブに生かすため、今年度は会員増に、特に力を入れ、最低で
も今年度中に30名以上と考えています。前年度から入会見込み者を
例会にゲストとして参加頂く事に、力を入れて来ました。それが実と
なり、4名の会員が個人会員として入会してくれました。今後も会員
自身が危機感をもって会員増強に励んでいくつもりです。ロータリ
アンの皆様にも、企業会員の入会あっせんにご協力頂けると助かり
ます。出来れば、上半期のうちに2名ほど入会見込み者をゲストとし
て、アクトの例会に呼んで頂ければ幸いです。
　では次に、今年度の現時点までの活動報告をさせて頂きます。一発
目の例会は、今年度のクラブテーマをプログラム名とし、各委員会の
1年間のプログラム発表や、会員個人個人の目標を発表して頂きまし
た。続いて、第941回例会恒例行事のとかち川イカダ下りに参加しま
した。当日は天気も良く絶好のイカダ下り日和となりました。今年度
のイカダは十勝らしさが伝わるデザインとし、ばん馬、十勝の牛、勝
毎の花火をモチーフとした3隻のイカダを作成しました。十勝らしさ
をアピールした点が評価され、十勝毎日新聞社賞を頂く事が出来ま
した。また、毎年このイカダ下りには、釧路や根室のメンバーにも参
加頂いているので、今回はブロック行事と日にちを合わせて行い、イ
カダ下りの後の焼肉で、親睦をはかりました。事前に自分の呼ばれた
いあだ名を記載した名刺で、参加した約30名全員と名刺交換をして
交流を深めました。これは、一度挨拶をしていて知っている人でも、
中々あだ名で呼べる仲になっていないと、積極的に話が出来ないと
思い、あえて知っている人とも名刺交換をしました。更に皆で協力し
て一つの事を達成してもらおうと、チームごとに考えて、お題にあっ
た写真を取って頂きました。
　次は例会ではないのですが、2003年からアクトが収集してきたリ
ングプルが540kgに達し、車椅子と交換する事が出来ました。その車
椅子を7月24日に、普段アクトがボランティアで関わりのある、けい
せい苑様に寄贈させて頂きました。540kgを集めるのに10年がかか
りました。収集を始めたOBOGや、今まであきらめずに続けて頂いた
OBOGの皆様、そしてリングプル収集にご協力頂いた皆様に、本当に
感謝の気持ちでいっぱいになりました。リングプル収集は今後も続



け、さらに短いスパンで車椅子と交換出来ればと思っておりますの
で、ロータリアンの皆様も引き続きご協力頂けると嬉しいです。
　次は第942回例会毎年行われているビールパーティーです。ロータ
リアンとアクトの親睦や、新入会員との親睦を図るために、余興を交
えて和気あいあいと行いました。ロータリアンの皆様もとても積極的
にゲームに参加頂き、余興を盛り上げてくれました。中田様、本当に
ありがとうございました。また、二次会では五十嵐委員長にマジック
ショーをして頂きました。会員はもちろん、他クラブのロータリアン
の皆様も目が釘付けになっておりました。おかげ様で二次会は大盛
況となりました。五十嵐委員長、本当にありがとうございました！
　8月3日の例会は“お困りですか？”と題し、介護老人保健施設ヴィ
ラかいせい様の夏祭り運営（会場設営と出店、アトラクション）のお
手伝いをさせて頂きました。
　8月25日はアクトの一大イベントである12時間チャリティーソフト
ボール大会が行われました。リングプル、エコキャップ、古切手等の
リサイクル品を参加費として地域の団体と試合を行うチャリティー
イベントです。今回は朝6時から夕方6時までの12時間で、十勝の企業
や団体11チームと交流をしました。集まった収集品は、リングプル45
キロ、エコキャップ116キロ、古切手3キロ、震災義援金29,362円、使用
済みテレカやフリマ物品等、昨年の2倍以上の収集を頂きました！今
回は参加チームが多かったので10試合の内の1試合はロータリーク
ラブ様同士の対戦となり、帯広と西のRC合同チーム対北と南RC合
同チームで対戦して頂き、アクトは運営や応援に回りました。帯広RC
からは5名参加して頂き、渡辺会長にも応援として参加頂きました。
最後は礼と握手で終了です。この後、RCの皆様は焼肉をして交流を
していました。参加頂いたロータリアンから、普段中々会う事の無い
他クラブの会員とも交流が出来たので、ぜひ来年もやらせてほしい
と言って頂きました。このイベントが少しでも各クラブの皆様の親睦
に貢献できれば幸いです！また、帯広RCの飛岡様には毎年チームを
作ってこのイベントに参加頂いております。途中、中川ゆうこ様も去
年に続けて顔を出して頂いたので、バッターボックスに立って頂き、
最後に記念写真にも入って頂きました。（なんと当日の模様がNHKの
全道版の放送で紹介されました。）音楽と太鼓とメガホンで敵味方関
係なく応援しながら行い、参加者には呼ばれたいあだ名をゼッケン
に書いてもらい、そのあだ名で呼んで、全力で応援します！団体だけ
では無く、一般の方も収集品を持って来て頂ける方が年々増えてい
っています。これからも帯広ローターアクトクラブの活動で、地域の
皆さんが気軽にチャリティーや被災地支援に協力できるパイプ役と
なれればと思っています。
　最後は先週行われた例会SNSの知識です。帯広RCの河村様を講師
としてお呼びし、ソーシャルネットワーキングサービス、特にフェイ
スブックの有効活用方法について学びました。おかげ様で帯広ロー
ターアクトクラブのフェイスブックページのいいね！数も順調に伸
びております。まだまだ同世代で帯広ローターアクトクラブの事を知
らない方が沢山いるので、ぜひフェイスブックを有効活用してアクト
の周知に力を入れていければと考えています。周知する事が会員増
にも繋がると思います。
　以上がこれまでの活動の報告です。先ほどもお話しさせて頂きま
したが、今年度中、特に地区協議会が行われる上半期の内に会員を増
やし年度内で30名以上に出来ればと考えていますので、ロータリア
ンの皆様にも、ぜひ会員のあっせんにご協力頂けると幸いです。
　以上で今年度クラブテーマ発表と年間活動計画発表、報告とさせ
て頂きます。
　今回はこのような機会を与えて下さりありがとうございました。

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　十勝平野にも、秋風が吹きはじめました。爽やかな秋
空を眺めながら、十勝農業の行方に一喜一憂する今日
この頃です。この素晴らしい風景を全国のロータリア
ンに紹介するために相応しい企画が、今月号ロータリ
ーの友に掲載されています。来年5・6月号の表紙写真再

募集との事です。帯広RCには、素敵な写真を撮られる方が多数いら
っしゃいますので、ぜひこの機会に挑戦していただきたいと思いま
す。詳細は、ロータリージャパンのホームページまたは、ロータリーの

友9月号をご覧ください。よろしくお願いします。
　また本日は、帯広ローターアクトクラブ浜野会長と道見幹事をお
迎えして、今年度の活動計画並びに活動報告をお願いしています。ど
うぞ短い時間ですが会員の皆さまに、RACへの理解を深めていただ
き、帯広市内5RCでささえている帯広RACが2500地区で尚一層活発
に活動し、地域に貢献できますようご支援よろしくお願い申し上げ
ます。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
・記念バッチの進呈
　加藤　維利 会員　　奥　　周盛 会員　　木村　裕氏 会員
　小白　智志 会員　　小澤　昌博 会員　　外崎　裕康 会員
・西田　康孝会員	退会の挨拶

　昨年、帯広RCのお仲間に入れて頂き、僅か1年半でご
ざいますが、親睦活動委員会、広報委員会に所属させて
頂き楽しく過ごさせて頂いておりましたが、この度転
勤の辞令を受けまして、大阪の東大阪支店に行く事に
なりました。短い時間でしたが、本当に楽しい時間を過

ごさせて頂き、ありがとうございました。帯広は、ほんまにええところ
で、食いもんは上手いし、人は温かいし、老後はこっちに住もうかと
嫁はんと相談しているところです。大阪、京都にお越しの際には、ぜ
ひ声かけて下さい。ほな、さいなら！
・米山奨学生卒業挨拶
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　現在私は、帯広畜産大学
大学院畜産衛生学専攻博
士後期課程3年生です。来
週の月曜日には、卒業式を
迎えます。平成24年4月か

ら帯広RCのお世話になっております。私のcouncilorは、讃岐会員で
す。例会に出席する時、多くのロータリアンの知己を得る事が出来ま
した。
　日本に滞在することで大学での研究に加え、多くの恩恵を受け、母
国にいたときには出来なかった経験をする事が出来ました。日本の
方々との交流を通じて、日本語能力が向上しただけでなく、日本文化
に関して多くの事を学ぶ事が出来ました。母国外での生活経験は、そ
の国の文化を学ぶだけでなく、自国の文化を見つめ直すチャンスで
もあります。
　日本滞在中は、研究室にいても、また生活でも、多くの事を学ぶ事
が出来た、「学びの毎日」でした。
　私の母国ミャンマーは、現在、国家再建中で、国際経験を持つ専門
職の需要が高まっています。今回の私の日本での留学経験は、私の今
後の就職やキャリヤーの向上に非常に役に立つと確信しておりま
す。帯広は、非常に寒さの厳しい地域で、母国では経験したことがな
い全く異なった気候を経験し、今では楽しんでおります。大学院卒業
後はミャンマーに戻り、大学教員として教育と研究に従事します。ミ
ャンマーの国民の健康を守るために、私が学んだ事を次の世代に教
え伝えて行く事が私の使命だと考えております。と同時に、私が帯広
RCで米山奨学生として学んだ「service above self」超我の奉仕の精
神をミャンマーにおいても広く普及させたいと思います。
　最後になりましたが、このようなすばらしい機会を与えて下さった
米山奨学金と帯広RCに感謝を述べ終わりたいと思います。本当にあ
りがとうございました。
■出席報告	 出席委員会　廣田　　誠	会員
9月25日 会員総数90名　免除会員6名　出席数54名　免除会員1名
9月8日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率　A、72名　B、86.7%
■次週のプログラム予定	 （職業奉仕委員会）
・帯広RC、移動例会開催のご案内
　日　　時　10月2日（水）午後0時30分
　集合場所　共栄コミュニティセンター（音更町木野西通17丁目1-18）
　見学場所　道新総合印刷帯広工場（音更町東通20丁目1-8）
・RI第2500地区大会開催のご案内
　日　　時　10月11日（金）〜13日（日）
　場　　所　釧路市観光国際交流センター　他

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・西田　康孝・伊藤　誠吾・髙橋　猛文
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑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。


