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■「帯広RAC今年度会長方針と活動計画」
青少年育成委員会　大和田三朗	委員長
　皆さんこんにちは、青少年育成委員会の大和田です。本日は帯広ロ
ーターアクトクラブのメンバーの3名に来て頂きました。今年度のロ
ーターアクトクラブ会長の鈴木彩乃さんは今年度のクラブテーマを

「楽笑」と掲げて楽しくクラブを運営されています。それでは今年度
のローターアクトクラブの会長方針と活動計画についてお話し頂き
ます。
帯広ローターアクトクラブ　会長　鈴木　彩乃	様

　皆様、こんにちは。2014－15年度帯広ローターアク
トクラブ会長の鈴木彩乃です。今年度のクラブテー
マ、役員の紹介、活動報告をさせていただきます。今年
度のクラブテーマは「楽笑～昔の自分より今の自分」
といたしました。らくしょうと言うと皆さん「楽に勝」

の方を想像されるかもしれませんが、このらくしょうは「楽しく・笑顔
で」という意味の造語です。これは私が生活している中で、常に意識
していることの一つでもあります。私がこのクラブテーマを掲げた理
由ですが。私がこのローターアクトに入会したての頃。と言っても、も
う5年前になりますが・・・自分はアクトで何ができるだろう？と考え
ていました。極度に人見知りの私は入会したての頃は、知らない人だ
らけのアクト活動が辛いときもありました。しかしせっかく会社から
入会させてもらったのであれば、辛い、いやだなと考えて参加するの
ではなく、この辛い状況こそ楽しみに変えて色々な行事に参加し、経
験して色々なことを覚えて行こうと思いました。
　現在帯広には28名の会員が所属していますが、そのうちの半分が
アクト経験1年前後の会員です。ですが、その経験が浅い会員にも、ま
ずは自分と同じ様にアクトの魅力を感じてもらうことから始めても
らえるような環境作りが大事だと思っています。まずは魅力を知り、
楽しんでもらうこと。そこから、会員一人ひとりのモチベーションア
ップにつなげ、帯広ローターアクトの活動を充実化させていける様、
役員と協力しながら会を運営していきたいと思っております。
〇役員紹介〇
　次に今年度の役員を紹介させていただきます。会長は私、鈴木彩乃
です。税理士法人あおぞら会計事務所に勤めており、アクト歴5年目
になります。過去には、委員長・会計・副幹事・幹事・副会長とたくさん
の役職を経験させていただきました。その経験をもとに今年度は会
長として、精いっぱい努めていきます。どうぞよろしくお願い致しま
す！副会長が道見賢人です。道見会員は有限会社大正交通に努めて
おります。幹事が小峯洵也です。小峯会員は株式会社東北海道ヂーゼ
ルセンターに勤めております。副幹事一人目が美濃孝会員です。美濃
会員は株式会社一条工務店に勤めています。副幹事二人目は保苅桂
太郎会員です。保苅会員は有限会社丸源保刈製麺に勤めています。最
後は理事の森原由伊会員です。森原会員は株式会社イースタイルに
勤めています。森原会員は現在の帯広ローターアクトクラブの中で
も一番のアクト歴で、今年で7年目になります。以上の6名が帯広ロー
ターアクトクラブの役員です。6名で力をあわせて良い会にしてい
ける様、精いっぱい努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
〇活動報告〇
○「第966回例会　楽笑 その1　～年間プログラム発表～」
　年度始めの例会と言うことで、ロータリアンの皆様が12名、OBOG
の皆様が2名の計14名と、本当にたくさんの皆様にお越しいただきま
した。内容は、各委員長より、委員会メンバーの紹介、委員会担当の例
会プログラムについて、委員長としてどのようなことを目指して1年
間活動していきたいかを話してもらいました。また、今年度は北海道

交流会・創立40周年式典もあるため、実行委員長からも一言ずつもら
いました。さらに今年度は、各アクト委員長の皆様からも、アクターへ
期待することなどの一言を頂戴いたしました。1年間の活動内容、目
標等の話を聞くことで、会員の活動意欲向上につなげられた例会だ
と思います。
○7月第2例会「第967回例会　いかだ下り」
　こちらは毎年帯広ローターアクトクラブとして参加している「十勝
川いかだ下り」に今年も参加してきました。この例会は、地元のお祭
りに参加し、私たちの元気と若さでお祭りを盛り上げること。また、こ
のような活動に会員一同で参加することで、会員同士の親睦を図る
ことを目的としています。いかだは前日に会員で力を合わせて、組み
立て作業を行います。また、当日は網走や根室のクラブからも会員が
参加してくれたので、いかだ下りの後は帯広だけではなく、他クラブ
の会員とも交流しながらバーベキューを楽しみました。みんなで力
を合わせて準備し、ゴールを目指すことでより深く親睦を深められ
た、有意義な時間になったと思います。
○7月第3例会「第968回例会　ビール祭り～麦酒喝采～」
　年度初めと言うこともあり、おいしい生ビールと食事を交えながら
ロータリアンの皆様とアクターとの交流を図ることを目的として毎
年行っています。当日はなんと18名ものロータリアンの皆様にご参
加いただき、余興ゲームでは、曲に合わせて踊りながらクイズに答え
るという女々しくてゲームや、会員が色々なことに挑戦し、その結果
を予想する未来予想ゲームを行い、とても大盛り上がりでプログラ
ムを進めることが出来ました。合田様を始め、帯広ロータリークラブ
の皆様にもたくさんご参加いただき、プログラムを盛り上げていただ
き、本当にありがとうございました。
○8月第1例会「第19回12時間チャリティーソフトボール大会」
　この例会プログラムは3つの目的があります。①参加チームや一般
の方々からの参加費をエコキャップやリングプルなどのリサイクル
品とすることで、リサイクル品収集活動への理解を得ること。②一般
の団体とソフトボールを通して親睦を深めること。③会場にアクトの
活動パネルをはることで、アクト活動への理解と会員増へつなげる
こと。それら三つの目的として始め、今年で19年目となります。今年
は7チームに参加していただき、12時間試合を行いました。当日は
･･･リングプル　33.5キロ エコキャップ　161.2キロ 古切手　5.2キ
ロその他にも使用済みテレカや東日本大震災の義援金7115円も集め
ることが出来ました。ちなみに5ロータリークラブのみなさまにご協
力いただきました数ですが、リングプル7.9キロ エコキャップ85.4キ
ロ 古切手2.4キロと、なんと回収したエコキャップの半分がロータリ
ークラブの皆様からでした。また、東日本大震災の義援金については
全額十勝毎日新聞社へ寄付致しました。その旨は8月26日の十勝毎日
新聞にも掲載していただき、当日参加していただいた皆様へのご報
告とさせていただきました。当日ご協力いただきましたみなさま本当
にありがとうございました。
〇ロータリアンの皆様へお願い〇
①会員増へのお願い
　先日稚内にて行われた第2回地区会長幹事会にて、会員増強に関す
る情報共有を行いました。その中で、会員の減少がどのクラブも大き
な問題となっていました。現在帯広には28名と地区の中でも一番多
い会員数で活動しています。しかし、帯広ローターアクトクラブも決
して他人事ではないと感じました。現在は28名ですが、皆さんもご存
じのとおり、ローターアクトクラブは30歳になると卒業になります。
 今の段階で、今年度で5名、次年度は3名、次々年度で6名と今後3年間
で合わせて14名の卒業が確定しています。その中には会長経験者が2
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名、四役や地区役員経験者も多数含まれるというのが現状です。今の
人数に満足しないよう、今後の帯広ローターアクトクラブの事を考
え、今年度も役員を始めとして、会員全員で協力して、会員増に力を
入れ、アピールや多方面での声掛けを積極的に行っていけるように
声掛けをしていくつもりです。そこで、皆様にもぜひ、社員の方や身
近に心当たりのある方がいらっしゃいましたら、お声掛けをいただ
き、ゲスト参加からで構いませんのでぜひ一緒に例会へ足をお運び
ください。アクトに入れていただければ、社員の方々の異業種間の繋
がりや、成長が必ず付いてきます。ぜひ、色々な成長や経験をさせた
い、と言う方々のローターアクトクラブへ入会のご検討をよろしくお
願いいたします。
②創立40周年式典参加のお願い
　もう1点のお願いですが、帯広ローターアクトクラブは皆様のおか
げで、来年の6月13日で創立40周年を迎えます。そこで来年の6月13日
(土)に帯広ローターアクトクラブ創立40周年式典を行います。周年の
式典は過去を振り返り、再度アクト活動へのモチベーション向上を
行うこと。また、日頃私達帯広ローターアクトクラブへたくさんのご
協力とご理解をいただいていますロータリークラブの皆様への感謝
を表す意味でも行います。ロータリアンの皆様はお忙しいとは思い
ますが、6月13日は私達帯広ローターアクトクラブの創立40周年式
典へのご参加をお願い致します。また、今回は記念事業として、平成
27年4月4日(日)に「ほめる達人」こと「にしむらたかよし」さんを講師
としてお呼びし、ロータリアンの皆様、他クラブの会員や一般の皆様
にも参加していただけるような参加型の講習を行っていただく予定
です。詳細が決まりましたら、ご報告させていただきます。式典だけ、
記念事業だけ、懇親会だけ　と一部の参加だけでも構いませんので、
ぜひたくさんの皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

■会長報告	 合田　倫佳	会長
　皆様こんにちは、すっかり寒くなってまいりまし
た。今月に入ってからは特に寒くなってきているよう
です。冬も間近といった感じでございます。本日お越
しの皆様にはお体には十分お気を付けて頂きたいと
思っております。本日は帯広ローターアクトクラブの

皆様にお越し頂いております。1年に1度しか無いのですがローター
アクトクラブの活動について皆様に知って頂くというプログラムに
なっています。我々もスポンサークラブの一員です。帯広のローター
アクトクラブは北海道の中でも立派な活動をしているクラブである
と思っております。何度か会にもお邪魔させて頂いて、全道規模の会
議でも帯広ローターアクトクラブの活躍は目覚ましいものであると
認識しております。そんな中で本日の例会に出席頂きました皆様に
短い時間ではございますがその活動の一端を知って頂ければと思っ
ておりますので是非とも楽しく聞いて頂ければと思います。有難う
ございました。

■会務報告	 倉野　　賢	幹事
①帯広RC、年次総会開催のご案内
　日　時　12月3日（水）午後0時30分（例会時）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②帯広RC、年末家族会（夜間移動例会）開催のご案内
　日　時　12月10日（水）午後6時（受付開始は5時30分より）
　場　所　北海道ホテル
　会　費　RC会員・中学生以下・・・無　料
　ご同伴者・高校生以上・・・5,000円
③帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　11月14日（金）午前11時45分
　場　所　帯広空港ターミナルビル
④帯広南RC、夜間例会開催のご案内（クラブフォーラム）
　日　時　11月17日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内

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 / 飛岡　　抗・副委員長 / 三浦輝世典
　委　員 / 河村　知明・小林　一夫・横尾　俊輔・猿川　陽介・日浅　尚子
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp
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■お礼　讃岐　武史	会員
　この度は、母の葬儀に際しまして皆様からご香料、御供花、ご弔電
等を賜りまして、有難うございました。誠に感謝しております。本当に
有難うございました。

■委員会報告
・親睦活動委員会	 川上　義史	委員長
　皆様こんにちは、親睦委員会の川上でございます。来たる12月11日

（水）恒例の帯広ロータリークラブ年末家族会を予定しております。
　今年はオープニングイベントといたしまして、全国書道パフォーマ
ンス甲子園にも出場経験のある帯広北高校のパフォーマンスをお願
いしました。高校生の元気な姿を是非ご覧頂きたいと思います。美味
しいお食事と、お子様へのプレゼントの後には管内で11のフラ教室
を開いておられます、アワプヒケア河崎先生とそのお弟子さん5名に
よるプチフラ教室で体を温めて頂いた後に、ショーをご覧頂く予定
です。そのあとにおたのしみ豪華景品をゲットできるゲーム予定して
おります。日本最高の旅行会社JTB（帯広支店長三宅弘泰氏）にご用
意頂きました。お子様、お孫様に「お父さま、お爺ちゃま、来年も連れ
て行ってね！」と言っていただけるような楽しい会に出来ればと考え
ております。親睦活動委員会一同、皆様のお越しを心よりお待ちして
おります。多数のご参加を宜しくお願いします。

・ニコニコ献金
讃岐　武史 会員
　この度は、母の葬儀に際し会員皆様からご香料、御供花、ご弔電を
たくさん賜り、有難うございました。
大和田三朗 会員
　本日の例会を担当させていただきます。
・出席報告
11月12日例会 会員総数91名（内免除会員5名）出席者53名（内免除会員0名）
10月29日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率 A78名  B88.6%

■本人お誕生日祝
眞鍋　智紀 会員　　道　　吉見 会員　　曽我　彰夫 会員
木村　裕氏 会員　　外㟢　裕康 会員　　竹川　博之 会員
大江　　徹 会員　　横尾　俊輔 会員　　小林　一夫 会員
河村　知明 会員　　
■結婚記念日祝
田中　　弘 会員　　曽我　彰夫 会員　　奥原　　宏 会員
國枝　千秋 会員　　田中　一郎 会員　　大江　　徹 会員
野村　文吾 会員　　工藤　　稔 会員
■配偶者様お誕生日祝
大江　　徹 会員　　工藤　大輔 会員　　長澤　秀行 会員
工藤　　稔 会員　　高桑　裕次 会員　　廣田　　誠 会員

【お知らせ】
・11月のロータリーレートは$1=106円です。
・帯広東RCのメーキャップは、アパホテル1Fレストラン『フォーシー
ズン』に置いてあります。

■次週プログラム予定
11月19日（水）「国際奉仕の理解と推進」 （国際奉仕委員会）


