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■奥原　宏ガバナー補佐挨拶
　3回目のガバナー補佐の訪問ですが、帯広クラ
ブに来るのが一番楽だという感じがします。来
年5月か6月に各クラブを回れば私の仕事は終わ
りということです。それに伴って各クラブの評
価をせよ、という仕事が残っています。管内11ク

ラブの中で、帯広クラブが例会運営に関してすごく手慣れてい
るなと感じます。違うクラブに行くと、ぎこちないなとかいろ
んなことを感じます。
　IMは来年の3月18日です。実行委員会に配属されている会員
の方、ご苦労をかけますが、IMが成功裏に終わり帯広クラブの
底力を各クラブに見せてあげたらいいのかなと思います。さす
が帯広クラブだねと言われるような運営をと願っていますの
で、ご協力のほどお願いします。職業奉仕と言うことでお伝え
しています。釧路北ロータリークラブの足立功一さんをお招き
して講演をいただくのと、地区の職業奉仕委員長の名寄ロータ
リークラブの坂田さんもお呼びします。難しい話になるかもし
れませんが、ロータリーとしての原点です。会員がどんどん若
返ってくるなかで職業奉仕については、あらためてご理解いた
だくために、企画させていただきました。
　帯広クラブの運営につきましても、来年度もそろそろ動きは
じめているようです。みなさまにいろいろな役目が回ってくる
と思います。その節はご協力いただいて、さすが帯広クラブだ
ねと言われる組織立てになることを願って、挨拶に代えさせて
いただきます。

■会長報告 佐藤　真康 会長
　先週の土曜日、釧路ロータリークラブの80周
年式典がありました。当クラブからは奥パスト
ガバナーをはじめ5名が参加しています。式典は
多くの方が出席し、ミニ地区大会のような、いい
内容でした。その中で、当クラブはスポンサーク

ラブということで、札幌ロータリークラブと共に感謝状と記念
品の花瓶を頂いています。ご報告させて頂きます。
　さて、本日は11月9日です。27年前の今日、世界で大きな出来
事がありました。それは、ベルリンの壁の崩壊です。東欧一帯は
44年間にわたって共産圏に組み入れられていました。その間、
元ロータリアン達は集会を禁止され、まったくロータリーの活
動は休止しています。それ以前はロータリークラブがあったと
うことですね。1989年、ソ連の共産主義が破綻し、ベルリンの
壁が崩れ落ちるとともに、ドイツのロータリアンはどの国より
も先にロータリー・クラブを復活し、東欧諸国にロータリーを
復活させるための指導的な役割を果たしました。彼等は東欧諸
国を80箇所以上何度も訪れて鋭意クラブを新設したと言われ
ています。東ドイツで育った人々にとって、「奉仕クラブ」とい
う概念はなじみのないものでしたが、ドイツが再統一されてか
ら1年以内に旧東ドイツに49の新クラブが誕生しています。そ
の日、西ベルリンのヒルトンホテルには、国際研究会に出席し
ていた何百人ものロータリアンがいたようです。彼らは、ホス

ト・ホスピタリティーの行事に向かおうとタクシーを待ってい
ましたが、タクシーは一台も現れませんでした。それは、通り
が、東ベルリン市民であふれかえりふさがってからだそうで
す。今日、アメリカ大統領選挙が行われています。大接戦のよう
ですが、いずれが大統領になっても、このような壁ができない
ような政治を行ってもらえればと思います。
　本日、奥原ガバナー補佐が訪問しております。後でお話を頂
きますので、どうぞ、よろしくお願いします。

■ゲスト紹介 佐藤　真康 会長
　RI第2500地区第6分区ガバナー補佐 奥原　　宏 様　
　十勝ダイニングふる屋 植村　　萌 様　
　道東電機㈱ 加藤建太朗 様　
　㈱曽我 村上比奈子 様　

■プログラム　「ライラセミナー報告会」 青少年育成委員会
河村　知明 会員
十勝ダイニングふる屋　植村　　萌 様
道東電機㈱　　　　　　加藤建太朗 様
㈱曽我　　　　　　　　村上比奈子 様
河村会員　今日は9月の10、11日に留辺蘂で行われたライラセ
ミナーの報告を植村さん、加藤さん、村上さんのお三方にして
いただきます。1泊2日と短くなったのですが、参加した若者は
どのようなことを感じ、学んだのか。われわれも若者の感性に
学ぶところがあると思うのでお聞きください。

　帯広から参加致しました私達3名は、ライラセミナーというも
のをよく理解せずに当日を迎える形となってしまいましたが、
異業種交流という言葉の意味を知る、とても良い機会となりま
した。水族館プロデューサーの中村氏の講演は、一つの物事を
他方面から見極めることの大切さ、それを形に起こす難しさを
実感致しました。会場は大江本家という温泉でした。それでは
植村さん、加藤さんから報告していただきます。（村上比奈子様）

　中村氏の講演テーマは「宝物は常識の中に埋もれている」。す
べてを利用するという中村氏の力強さを感じました。留辺蘂に
ある水族館は川魚しかいなく面白くない水槽でした。単純に考
えれば魚を増やすとなりますが中村氏は違いました。魚ではな
くその周りの風景を利用したのです。見上げれば滝壺が見える
水槽。冬になれば凍る水槽。弱点を利用して素晴らしい物にし
ていきました。
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10月26日例会　会員総数93名（内免除会員5名）



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 / 高原　　淳・副委員長 / 野村　一仁
　委　員 / 木村　裕氏・池田　健太・加藤　健吾・小林　光樹・髙橋　博樹・横山　　聡
●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。

　グループディスカッションです。私はもともと話すのが得意で
はなく、セミナーで、人とうまく話せるのだろうかと思いつつの
参加でした。自分自身の壁を乗り越えなければ意味がないとの思
いでした。実際話してみて、結構楽しく、いろんな話題で盛り上が
り、自分って人と話すのが好きなんだなって知りました。緊張し
ましたが、人の前で発表するというのは、すごい自信がついてく
るようで、自分の中でレベルが上がった感じがしました。私のグ
ループは「機械化とグローバル化」というテーマでした。一日過ご
してみて、自分のためになったと感じました。（植村萌様）

　グループディスカッションについて深く掘り下げて報告しま
す。メーンテーマは「今、語ろう　あした（未来）のために」でサブ
テーマは「一泊二日で自分新発見」でした。下は19歳から上は私
の29歳まで、いろんな仕事の人とお話しできました。年上とい
うこともありリーダーをやらせてもらいました。グループのテ
ーマを絞ることになり、みんなに語りかけて、ブレーンストーミ
ングで意見を出してもらいました。出たアイデアを整理して、自
分たちの未来のことを話し合おうと進めていきました。

　話の中で自分たちの人生の設計図を作ってみよう提案した
ら、面白いじゃないかとなって、テーマは「未来予想図」になりま
した。さらにそこから発表に向けて意見をとりまとめました。発
表形式に関しては、「人生ゲーム」的な発表の仕方としました。実
際に発表したのはこんな感じです。車を4台ぐらい買ってしま
うとか、東京マラソンに参加するとか、自分たちのやりたいこと
を埋め込んでいった形ですね。
　グループディスカッションはいい経験になりました。異業種
の人たちとのコミュニケーションも刺激になりました。グルー
プのメンバーとはLINEで連絡を取り合っています。自由な発
想を持った明るい人たちに出会えたと思っています。（加藤建太
朗様）
　初めて顔を合わせた方々と、グループディスカッションを行
うのは簡単ではなく、意見がぶつかり、上手くいかないこともあ
りました。でも年齢も性別も職業も様々なメンバーは充実した
時間を過ごせたのではないでしょうか。私自身、多くのことを学
びました。数年ぶりにマイクを持ってプレゼンテーションを行
う機会を設けてくださったロータリークラブの皆様に大変感謝
しております。ご清聴ありがとうございました。（村上比奈子様）

■会務報告 工藤　大輔 幹事
①帯広RC、健康診断実施のご案内
　日　時　11月16日（水）午前11時30分（例会前）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②帯広RC、11月23日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
③帯広RC、年次総会開催のご案内
　日　時　12月7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
④帯広RC、年末家族会開催のご案内（夜間移動例会）
　日　時　12月14日（水）午後5時30分受付開始（6時例会）
　場　所　北海道ホテル
　会　費　RC会員・中学生以下・・・無料
　　　　　同伴者・高校生以上　・・・6,000円
⑤帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月14日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑥帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　11月24日（木）午後6時30分
　場　所　北の屋台
⑦帯広東RC、11月29日（火）の例会は、休会と致します。

■委員会報告
・ニコニコ献金 親睦活動委員会
髙橋　勝坦 会員
　帯広商工会議所第28期の会頭に選任され、就任致しました。
地域経済の発展に努めてまいります。皆様方のご支援・ご指導よ
ろしくお願い申し上げます。
曽我　彰夫 会員
　先日、帯広商工会議所の副会頭に再任されました。
野村　文吾 会員
　「食と農の景勝地」で農水省から認定を受けました。全国から
44の応募があり、その中から5つが認定を受けましたし、北海道
からは、釧路・富良野・美瑛・石狩も応募していたとのことですか
ら大金星です!!
佐藤　幸宏 会員
　11月5日十勝放射線技師会創立70周年記念に於いて骨粗鬆症
について講演を行い好評を博しました。11月6日の十勝毎日新
聞に写真入りで載ってしまいました。ニコニコとさせていただ
きます。
河村　知明 会員
　本日例会を担当させていただきます。よろしくお願いいたし
ます。
・お誕生日祝い
髙橋　勝坦 会員　　曽我　彰夫 会員
・配偶者様お誕生日祝い
小倉　　豊 会員　　森田　幹也 会員　　渡部　　聡 会員
・ご結婚記念日祝い
曽我　彰夫 会員　　野村　文吾 会員
・出席報告
11/9例会の報告 会員総数93名　内免除会員3名　　出席者数55名
10/26例会の報告 メークアップを含む出席者数71名　出席率78.9%
10月の平均出席率は81.4%
■次週プログラム予定
11月16日　「健康診断」　11:30〜
　　　　　「会員卓話」　鈴木　　優 会員・森田　幹也 会員
 　（プログラム委員会）


