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2014－15年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーに輝きを
に軽食を用意し、立食で合間に
食べてもらうという形式にも今
回挑戦いたしました。結果、ゲス
トの方々にも楽しんでいただ
き、親睦ルールのおかげでとて
も盛り上がったプログラムとな
りました。
○社会奉仕委員会「つくし会クリスマスパーティ」
　このプログラムは「帯広市つくし会」と言う一人親家庭の会員で構成さ
れている団体で毎年開催しているクリスマスパーティのお手伝いを毎年
帯広ローターアクトクラブでさせていただいているものです。今年もアク

トは親睦ゲームを担当し、風船パタパタゲ
ームや言葉並べ替えクイズ等を行いまし
た。また、クリスマス気分を出すために会員
は全員サンタの衣装を着るなど、楽しんで
もらえるような工夫も行いました。毎年楽
しみにしているという声をいただいている
ので、また続けていきたいと思います。

○専門知識開発委員会「他人からみたあなた〜他己紹介〜」
　このプログラムでは、周りからのイメージなどを分析・紹介してもらうこ
とで新たな自分を再発見する、と言うことを目的に行いました。また、その
他人からの分析結果を基に、一人一人の履歴書を作成いたしました。自分
が思っているイメージとは違った結果が出たり、ロータリアンの皆様から
自分の印象等を聞くことと言う機会はあまりないので、各グループとても
盛り上がっていました。今回作成した一人一人の履歴書は今後の例会でゲ
ストの方々が来たときに配布するなど、会員の事を知るということに利用
していく予定です。
○社会奉仕委員会「氷まつり」
　次は今月の頭に行われまし
た、「おびひろ氷まつり市民氷
雪像コンクール」にて、雪像作
成を行う毎年恒例となってい
る「氷まつり」例会です。今年
は、会員同士の親睦以外に、ロ
ーターアクトクラブに興味の
ある若者を呼び、一緒に雪像
作りを楽しみながらアクトについて知ってもらうという取り組みも行い

「会員増」に繋げられるような工夫を行いました。また、今年で4回目となる
「十勝学園」の子どもたちにも日曜の日中参加してもらい、それぞれ作りた
いキャラクターを作成してもらいました。沢山の皆さんのご協力があり、今
年はなんと帯広ローターアクトクラブ過去最高の「帯広市開発建設部長
賞」を頂くことができました。みんなで、協力して上の賞を目指すことも目
的も達成できましたが、一番は、会員同士の親睦、そして今回は一般の方々
に楽しみながらローターアクトを知ってもらうという目的も果せたことが
すごくうれしかったです。
○北海道ローターアクト交流会
　次に、昨年の9月20日、21日に帯広ローターアクトクラブホストとして
行った、北海道ローターアクト交流会のご報告をいたします。当日は、奥ガ
バナーを始め、総勢130名の皆様にご参加いただきました。また、今回は事
前にFacebook等で繋がっていた京都・奈良・群馬と言った北海道以外のク
ラブからもアクターが参加してくれました。今回、北海道交流会をホスト
するにあたり、実際にホストしたことのある会員は私を含め、一人もいない
中での手探りスタートでした。しかし、13年に1度のホストをするチャンス
と言うこともあり、過去行ったことにとらわれず、「北海道交流会の目的」
を改めて考え、帯広ローターアクトクラブらしい行事に出来たと思います。
そして何より、今回のこの行事を無事に終えることが出来たのは、日頃よ
りご支援くださっているロータリークラブの皆様を始め、当日参加してく
ださったゲストや他クラブ会員の皆さんのおかげだと思います。段取り等
で手間取ってしまうこともありましたが、それでも行事に楽しんで参加し、
盛り上げてくれた参加者がいなければ、ここまで成功しなかったと思いま
す。そして、何より川瀬実行委員長をはじめとした、帯広の会員が力を合わ
せて企画・運営を行ったこと、新入会員が多い中でも、みんな一人一人自分
が出来ることを考え、行動してくれたおかげだと思います。私は今回の行
事ホストで改めて、会員がいるありがたさと頼もしさを感じることが出来
ました。今回たくさんの事を経験・学ぶことが出来たことを、今後行われる

「帯広創立40周年式典」の企画・運営に活かしていける様、努力していきた
いと思います。
○今後の活動予定○
　次は、今後の行事予定のお知らせです。まず、1点目。前回の訪問でも少

■会長報告 合田　倫佳 会長
　3月になりました。先週には春も間近、と申し上げました
が、今週の雪ですっかり冬景色に戻ってしまいました。た
だ気温は高く、雪解けは早そうです。
　さて、3月はロータリーでは【識字率向上月間】並びに【世
界ローターアクト週間】です。
　本日は帯広ローターアクトからゲストをお迎えし、後ほ

どプログラム内でその活動につきましてお話しいただく運びとなってい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、来週は帯広ロータリークラブの創立80周年記念の式典、祝賀会と
なっています。準備いただいています実行委員会には感謝を申し上げま
す。当日は帯広市を始めとするご来賓や、親クラブの札幌ロータリークラ
ブ、友好クラブの京都東ロータリークラブ、北見ロータリークラブ、当地区
のパストガバナー、6分区内他クラブの会長などお客様が多数いらっしゃ
います。また、式典では帯広ロータリークラブメンバー全員でご来場者を
お迎えさせていただきたいとも考えていますので、30分程度早めに当会
場にお集まりいただければ幸いです。詳細の動きに関しましては、実行委
員会からの指示でお願いいたします。是非とも皆様のご協力を、よろしく
お願いいたします。
　また、週末にはインターシティーミーティングも行われます。川田ガバナ
ー補佐率いる帯広西ロータリークラブが知恵を出したIMとなっています。
是非楽しんでいただければとも思っています。
　最後に来週の80周年の成功を祈念いたしまして、会長報告とさせていた
だきます。ありがとうございました。

■プログラム （青少年育成委員会）
「上半期活動報告と次年度役員発表」
帯広RAC会長　鈴木　彩乃 様
　皆様、こんにちは。帯広ローターアクトクラブ会長の鈴木彩乃です。本日
は昨年の9月に引き続き皆様の貴重なお時間をいただき、ありがとうござ
います。本日はこれまでの活動報告と、今後行われる行事のお知らせ、ま
た、次年度の役員が決定いたしましたので、ご報告させていただきます。
○専門知識開発委員会　「ランチェスター戦略〜弱者の法則〜」
　このプログラムは、「会員増」を会員全員で考えるということを目的とし
て行いました。｢ランチェスター戦略｣の中で定義されている弱者の法則
へアクトの会員増というテーマをあてはめ、ディスカッションを行いまし
た。今年度は先日行われた氷まつり例会のように、一般の方々を対象にし
たプログラムを多数企画しております。一般のゲストをお呼びした際に、
実践できることを具体的に話合うことで、会員それぞれの「会員増」に対す
る意識を向上させられたプログラムになりました。
○国際奉仕委員会担当「お・も・て・な・し〜日本の接遇〜」

　このプログラムは、マナーを勉強することで、今後の
例会等でゲストをお呼びする際に役立てるということ
を目的に行いました。内容は、マナー講師の「丸山久美
子」様をお呼びし、挨拶や身だしなみなどのマナーにつ
いてお話しいただきました。また。礼や相手との対話の
仕方、表情や身だしなみなど実践を交えながらお互い
気持ちよくコミュニケーションが取れる方法なども教

えていただきました。今後例会でも留学生や、ゲストを呼ぶことが沢山あ
りますので、おもてなしをする際に意識していきたいと感じました。
○社会奉仕委員会担当「救命救急」
　このプログラムでは「帯広消防署よぼう普及課」の佐藤悦弘様を講師と
してお呼びし、実際に目の前で事故が起きてしまった場合にどのような対
応をすればよいのか、と言うことを実践形式で講習をしていただきまし
た。1時間と言う短い時間ではありましたが、佐藤様の楽しく学ぶ部分と
真剣に行う部分のメリハリがある講習のおかげで、和やかな雰囲気の中で
も、救命救急のを強く意識できるプロ
グラムとなりました。1回だけでは忘
れてしまう点もあると思うので、今後
もこのような講習は引き続き受け、実
際の現場に立った時に率先して動け
るような意識をしていきたいと感じ
ることが出来ました。
○国際奉仕委員会担当「get physical activity〜体を動かそう〜」
　このプログラムでは「スポーツを通じて国際交流をはかる」と言う目的
のもと、帯広畜産大学の留学生や米山記念奨学生の方をゲストとしてお呼
びし、ミニバレーを行いました。お互い言葉がわからなくても、得点を決め
たらハイタッチをする、ニックネームで呼びあうなどの親睦ルールを設け
たことで、お互い積極的に交流を図れるよう配慮をしました。また、会場内
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事ができます。

しお話しいたしました、「帯広ローターアクトクラブ創立40周年式典」につ
いてテーマが決まりましたので、ご報告させていただきます。日程が平成
27年6月13日土曜日、会場はとかちプラザの大集会室で行います。今回浜
野実行委員長を中心に、周年式典を企画・運営する上で、そもそも周年は
誰のために、何の目的でやるのかを理事会にて話し合いました。その結果、
大きく分けて、「①アクトを〜」「②過去を振り返ることで〜」二つの目的が
出たあと、二つ目の目的は私達自信が意識することですが、一つ目の感謝、
それをどのように伝えればよいのか？そう考えたときに、なぜアクト活動
を応援してくれているのかを考えました。応援してくれている人は、ロー
ターアクトクラブ、そして会員一人一人の成長と発展、そして活躍に期待
して、応援してくださっていると考えました。それであれば、今回の40周年
式典で、過去を振り返り会員一人一人の活動意欲を向上させること、それ
こそが40周年式典をきっかけに、更なる成長と発展につながり、応援して
くださる方々への感謝につながると考えました。そこで、浜野実行委員長
が出した周年テーマがこちらです。「プログレス〜あと一歩だけ、前に進も
う〜」です。プログレスと言うのは、進歩・発展・発達と言う意味があり、サ
ブテーマには先ほど言った、この周年式典をきっかけに、更なる成長・発展
へつなげ、アクトを応援してくれるすべての方々へ、そして何より会員自
身の成長・経験につなげ感謝の気持ちを表せるような40周年式典を行え
るよう、会員一同力を合わせて企画・運営していきます。ぜひ、皆様たくさ
んのご参加をよろしくお願い致します。また、創立40周年記念事業といた
しまして、4月4日(土)に「ほめる達人」こと西村たかよし先生を講師とした

「ほめ達セミナー」を開催いたします。この西村先生は「ほめる力」を学び、
実践することで、様々な視点からの価値を見出すといった目的のもと、人
材育成などで活躍をしている方です。ぜひ、ロータリアンの皆様だけでな
く、社員の方々へもお誘いください。本日チラシを南出委員長へお渡しい
たしました。式典と合わせてぜひ、沢山の皆様のご参加をよろしくお願い
致します。
○フリマお願い○
　もう一点は、今年で5回目になる「帯広ローターアクトクラブ主催のチャ
リティーフリーマーケット」です。こちらは東日本大震災の義援金として、
売上金全額を寄付しております。そこで、皆様のお手元に配布してある資
料をご覧ください。現在、フリーマーケットに出品する品物を皆様から集め
ております。回収方法は、ロータリー事務局へ直接お持込いただくか、量が
多い場合は、私の方までご連絡いただきましたら、取りに伺うことも可能
です。集めている物については、食器や衣類、タオルなどの贈答品も例年人
気の品になっております。ただし、記載されている通り、運べないくらいの
大きい物や、動作確認が出来ない物については受取が出来ない場合があり
ます。もし、これはどうだろう？といった物がありましたら、ぜひ一度ご連
絡ください。ご自宅や、会社などに、ご提供いただける物がありましたら、
ぜひご協力をよろしくお願い致します。
○次年度役員紹介
　次に次年度の役員が決まりましたので、紹介させていただきます。次年
度の会長は本日出席しております、道見賢人会員です。その他の役員紹介
は道見からさせていただきます。
　〜道見より〜次年度帯広RAC会長を務めさせて頂く事になりました道
見賢人です。帯広RACには平成23年4月に入会しました。現在、年齢は28歳
です。勤務先はタクシー会社の大正交通です。私の主な業務は、北海道内の
観光貸切のジャンボタクシーのドライバーと営業全般、そして広報の仕事
をしています。私が会長職に立候補した理由はRACの活動にやりがいや、
自分自身の成長を実感でき、何よりRACが好きだということはもちろんで
すが、何より一番は、様々な異業種から集まった仲間のリーダーとして、リ
ーダーシップの能力を身に付けてから卒業したいと考え、今回、会長職に
立候補させていただきました。何卒、ロータリアンの皆様にはご迷惑をお
かけするとは思いますが、1年間一生懸命務めさせていただきますのでよ
ろしくお願いいたします。それでは次年度の帯広RACの役員をご紹介させ
ていただきます。副会長は、熊谷健司会員です。熊谷会員は平成25年7月入
会で、現在26歳です。勤務先は帯広西RC小谷様が理事長・院長をされてい
る帯広泌尿器科さんに勤務しています。次に幹事の、曽根啓介会員です。曽
根会員は平成22年7月入会で、現在私と同い年の28歳です。勤務先は株式
会社ネクサスさんに勤務しています。次は副幹事の、川瀬千尋会員です。川
瀬会員は平成24年7月入会で、現在27歳です。勤務先は株式会社エーワン
ホームアパマンショップ帯広店に勤務しています。次はもう一人の副幹
事、濵谷隆弘会員です。濵谷会員は平成26年10月入会で、現在22歳のとて
も若い会員です。勤務先は、医療法人社団博愛会法人本部で勤務していま
す。そして最後は、理事・監査の森原由伊会員です。森原会員は平成19年7
月入会で、現在27歳です。アクト歴は約8年のベテラン会員です。勤務先は、
株式会社e-styleで勤務しています。以上が、次年度帯広RACの役員の発表
でした。何卒、役員経験の少ない会員ばかりで構成されておりますが、全員
で力を合わせ一生懸命、共に成長しながら活動していきますので、次年度
も帯広RACを皆様よろしくお願いいたします。
　〜鈴木〜下半期、そして次年度合わせて、今後とも帯広ローターアクト
クラブをどうぞよろしくお願い致します。以上で、ご報告とさせていただき

ます。ご清聴ありがとうございました

■会務報告 倉野　　賢 幹事
①帯広RC、創立80周年記念式典開催のご案内（夜間例会）
　日　時　3月11日（水）記念式典　　午後5時
　　　　　　　　　　 記念祝賀会　午後6時15分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②RI第2500地区第6分区 IM 開催のご案内
　日　時　3月14日（土）　
   場　所　北海道ホテル
               登録受付　14:00〜14:30
               開会式　　14:30〜15:10
               特別講演　15:20〜16:50
               閉会式　　17:00〜17:20
               懇親会　　17:30〜19:00
※ 尚、帯広東RC、3月10日（火）の繰下げ例会と致します。
　　  帯広西RC、3月12日（木）の繰下げ例会と致します。
　　  帯広北RC、3月13日（金）の繰下げ例会と致します。
　　  帯広南RC、3月16日（月）の繰上げ例会と致します。
　　  帯　広RC、3月18日（水）の繰上げ例会と致します。
※13:30よりIM会場であります北海道ホテルの別室にて例会を開催致しま
す。（昼食はでません）
③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　 3月26日（木）午後6時30分
　場　所　 北海道ホテル
④・帯広南RC、3月30日（月）は休会と致します。
　・帯広東RC、3月31日（火）は休会と致します。
　・帯広西RC、4月2日（木）は休会と致します。
■委員会報告
・出席報告 三浦 委員長
3/4例会の報告　 会員総数90名　内免除会員6名　出席者数59名
2/13例会の報告　メークアップを含む出席者数71名　出席率84.5%
・ニコニコ献金
奥原　　宏 会員
　会葬のお礼
川上　義史 会員
　先週の大雪の朝のことです。あと20mのところで車が雪にうまり、立ち往
生しました。そこになんと倉野幹事がたまたま通りかかり、車を押してくだ
さいました。倉野幹事ありがとうございました。
大和田三朗 会員
　本日の例会を担当させて頂きます。
今井　範嗣 会員
　あたるかもしれないグリーンジャンボ宝くじを販売させて頂きました。
■本人誕生日祝
田守　由宗 会員　栂安　雅満 会員　星屋　洋樹 会員　後藤　健二 会員
川上　義史 会員　工藤　大輔 会員　三浦　啓徹 会員　小林　善之 会員

■結婚記念日祝
中田　知德 会員　田守　由宗 会員　小林　善之 会員
■配偶者様誕生祝
野村　一仁 会員　橋枝　篤志 会員　藤森　裕康 会員　三浦　啓徹 会員
■3月のプログラム予定
3月11日(水)　「帯広RC創立80周年記念式典」　※夜間例会　　
3月14日(土)　「IM」北海道ホテル　※3/18（水）の繰上げ例会 （理事会）
3月25日(水)　「帯広RC創立80周年の年にあたり帯広RCの歴史を振り返る」
 田中　　弘 会員（ロータリー情報・記録保存委員会）


