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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

■プログラム「ゲスト卓話」 国際奉仕委員会
「国際協力を活用した地方自治体と企業の海外展開」

独立行政法人 国際協力機構 北海道国際センター帯広代表 睦好絵美子 様
　帯広ロータリークラブでは、2012年11月に卓
話をさせて頂きましたが、本日はその後の変化
を踏まえながら、地域の方々が国際協力に関わ
っておられる事例をご紹介したいと思います。
　政府は2015年2月、「開発協力大綱」を決定し

ました。援助に関しては、「友情の輪が拡がる国際協力」とい
う考え方をベースに、「平和を構築する国際協力」や「市場が
拡大する国際協力」に取り組んでいます。
　実例としては、まず「友情の輪が拡がる国際協力」として、
帯広で年間約300人の研修員を受け入れ、研修員は学校訪問
など様々な形で地域と交流しています。また、帯広畜産大学
の卒業生を、青年海外協力隊員としてパラグアイに派遣し
ています。このほか、建築・鉄骨・農業施設工事会社の大地

（帯広）はモンゴル人を受け入れて研修を行い、同国にジャ
ガイモの貯蔵庫を建設しました。
　「市場が拡大する国際協力」の分野では、東洋農機（帯広）
がインドでポテトハーベスターを生産・普及する活動に取
り組んでいます。また、釧路商工会議所は、魚の鮮度保持技
術に関してベトナムの水産業を支援しています。帯広商工
会議所は、タイ、マレーシアにおいて「東南アジア食産業人
材育成事業」を進めており、こうした活動の中で、とかち製
菓（中札内）が現地企業と提携し、ハラル認証を受けた大福
の委託製造を行うことになりました。廃棄物処理や中古車
輸出を行っているタナベ（帯広）は、エチオピアにおける廃
棄物リサイクルに取り組もうとしています。旋回噴流式オ
ゾン酸化法という排水処理技術を持つヒューエンス（帯広）
は、スリランカの国営乳製品工場に排水処理プラントを建
設することになりました。
　先ほど、ネパールへの義捐金に関するご報告がありまし
たが、JICAは国際緊急援助隊の事務局を担当しており、「平
和を構築する国際協力」の一環として、ネパールに要員を派
遣しています。なお、帯広でできるネパールへの支援とし
て、JICAセンターのレストランで「ネパールカレー」750円
をご注文頂くと、50円がネパール協会に寄付されます。最
後に、JICAは各国に事務所を設け相手国と関係を構築して
おりますので、ぜひJICAをご活用頂きたいと思います。ご清
聴ありがとうございました。
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6月3日例会　会員総数90名（内免除会員4名）

元気が出る援助 

知識を高める国際協力（知識の創生支援） 
地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）など 

友情の輪が拡がる国際協力 
（日本と世界の人々との間の連帯感創生につながる支援） 

専門家・ボランティア派遣、国内研修、南南協力など 

紛争・ 
災害時 停戦・災害後の緊急期 復興期 開発期 

市場が拡大する国際協力
（経済成長を通じた貧困削減支援） 

包括的成長支援、広域インフラ整備支援など 平和を構築する国際協力
（平和構築支援） 

緊急援助、紛争・再発予防、復興支援など 

復興計画・基礎インフラ、保健・教育、農業、農村開発支援など

世紀の国際協力における課題（包摂的成長、人間の安全保障、地球規模課題、アフリカ開発）
に対応するために・・・ 
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小中学校の生徒と
ＪＩＣＡ研修員

世界を知る

研修員の学校訪問

北海道中小企業家同友会＆大地
⇔モンゴル 
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東洋農機⇔インド  

 

9 東洋農機 自走式ポテトハーベスター 

農村は人手不足、収穫を効率的に、、 

 

 

11

帯広商工会議所⇔タイ＆マレーシア 

“ＴＯＫＡＣＨＩ”の安全で
おいしいをＰＲ 

ヒューエンス⇔スリランカ 

13 

十勝の酪農家のた
めの廃水処理技術
が、スリランカの国
営乳製品工場へ 
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帯広でできるネパール支援 

ネパールカレー 750円 
ＪＩＣＡレストラン6～7月限定メニュー 
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北海道国際センター
帯広代表 睦好絵美子 

国際協力を活用した 
地方自治体と企業の海外展開 
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友情の輪が広がる国際協力 

研修事業 
草の根技術協力 
ボランティア事業 

技術を伝える 

帯広畜産大学⇔パラグアイ 
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グローバル
人材育成 
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市場が拡大する国際協力 
草の根技術協力（地域活性化特別枠） 
中小企業海外展開支援 

釧路商工会議所⇔ベトナム 
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釧路の鮮度保持
技術で、水産業
を支援 

タナベ⇔エチオピア 
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タナベ 在京エチオピア大使と田邉社長 

放置された中古の重
機や乗用車、、 リサ
イクルで資源活用 

平和を構築する国際協力 
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国際緊急援助隊 
技術協力、無償資金協力 

国際協力で 
世界も元気に 
日本も元気に 
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国際協力は、協力するもの → 活用できるもの 
（ＪＩＣＡがやるもの → 自治体・企業・大学もできるもの） 

開発協力大綱 2015年2月決定 
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 国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に、より
一層積極的に貢献することを目的 

 安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国
際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序
の維持・擁護といった国益の確保に貢献 

 ＯＤＡは、 
多様な資金・主体と連携 
様々な力を動員するための触媒 
様々な取組を推進するための原動力 



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
　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

↑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。

■会長報告 合田　倫佳 会長
　昼の例会での私の報告もこれが最後になりま
した。なんとなく寂しい気もします。
　奥周盛ガバナーが、サンパウロの世界大会か
ら先週末お帰りになりました。戸口から戸口ま

での所要時間は40時間とのことで、さらに時差が12時間、季
節も正反対です。若干お疲れになっていらっしゃるようで
したが、世界大会を満喫されたことと拝察いたします。国際
大会のバナーをお土産に当クラブに頂きました。是非お手
にとってご覧いただければと思います。
　また、先週の土曜日、6月13日は帯広ローターアクトクラ
ブの創立40周年記念式典、記念プログラム、懇親会がありま
した。帯広ローターアクトクラブは提唱クラブが市内5クラ
ブでありますが、発足当初は帯広、北、西クラブが提唱クラ
ブでした。式典内で帯広ローターアクトクラブより感謝状
をいただいております。手作り感満載ではありますが、気持
ちのこもった感謝状です。これにつきましてもご覧いただ
ければ幸いです。
　本日のプログラムは、独立行政法人国際協力機構　北海
道センター帯広代表の睦好絵美子様にお話をいただきま
す。楽しく拝聴させていただきます。

■ビジター紹介

■会務報告 倉野　　賢 幹事
①帯広RC、第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　　6月17日（水）午後6時30分
　場　所　　なかもり
　会　費　　2,500円
②帯広RC、年度末最終夜間例会開催のご案内
　日　時　　6月24日（水）午後6時
　場　所　　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　　ウィンザー（会費:4,200円）
③各ロータリー、年度末最終夜間例会開催のご案内
・帯広東ロータリークラブ
　日　時　　6月23日（火）午後6時30分
　場　所　　アパホテル帯広駅前
・帯広西ロータリークラブ
　日　時　　6月25日（木）午後6時30分
　場　所　　北海道ホテル
・帯広北ロータリークラブ
　日　時　　6月26日（金）午後6時30分
　場　所　　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広南ロータリークラブ
　日　時　　6月29日（月）午後6時30分
　場　所　　北海道ホテル

④帯広東RC、6月30日（火）の例会は、休会と致します。

■委員会報告
・国際奉仕委員会 中森　　保 委員長

　5月20日、会員の皆様にネパール大地震への
義捐金をお願いしたところ、49,650円のご寄付
を頂きました。頂いた義捐金は、米山記念奨学会
事務局を通じてネパールの現地にある米山学友

会に送金し、復興支援活動資金に充てられます。ありがとう
ございました。
・出席報告 出席委員会
6月17日例会
出席報告　会員総数90名（内免除会員4名）　出席者数59名（内出席免除会員0名）
6月3日例会
メークアップを含む出席者数及び出席率　A：78名　B：91.7%
・ニコニコ献金　 親睦活動委員会

（6月10日分）
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　川田　章博 様
　IMを含め、1年間大変お世話になりました。有難うござい
ました。
合田　倫佳 会長
　新入会員の山根様をご紹介させていただきます。
中田　隆三 会員、工藤　大輔 会員
　創立80周年記念の施工・納品を担当させていただきまし
た。市民の憩いの場になることを願います。
中田　隆三 会員
　帯広ロータリークラブ初の再入会から15年目になりました。
田守　由宗 会員
　市の南公園内のパーゴラ新設工事の塗装を担当させて頂
き、無事完成をみることができました。ありがとうございま
した。感謝申し上げます。
木野村英明 会員
　本日のプログラムを担当させていただきます。
山根　正人 会員
　本日より帯広RCに入会させて頂きます。宜しくお願い申
し上げます。

（6月17日分）
帯広西ロータリークラブ　久保　忠正 様
　同級生が卒業されるので、顔を見に来ました。先日、エイ
ジシュートをしたと聞きました。65回を目標に頑張って下
さい。
奥　　周盛 会員
　ブラジル・サンパウロのRI国際大会から先週末に帰って
きました。記念に、大会バナーを回覧します。
■結婚記念日祝
加藤　維利 会員　　外㟢　裕康 会員　　　
■配偶者様誕生日祝
加藤　維利 会員　　木野村英明 会員　　神山恵美子 会員

【お知らせ】
　帯広東RCの例会場が、平成27年7月（2015−16年度）より、
ホテル日航ノースランド帯広に変更になります。
■次週プログラム予定
6月24日（水）「年度末最終夜間例会」 （親睦活動委員会）

芽室ロータリークラブ
家内　裕典 様

帯広西ロータリークラブ
久保　忠正 様


