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■プログラム　第1回情報集会報告
 ロータリー情報・記録保存委員会

「ロータリーの奉仕活動を地域社会に知ってもらうための啓蒙活
動について語ろう」をテーマに8組に分かれて情報集会を行った
第1組
日　時：2018年10月23日（火）18：30〜
場　所：ホテル日航ノースランド帯広　レストラン　J
参加者：主人役 河村　知明 会員　世話人 鈴木　　優 会員

新田　　潔 会員、 川上　義史 会員
五十嵐聖二 会員、 高木　　剛 会員

第2組
日時：2018年10月25日（木）19：00〜
場所：十勝ガーデンズホテル
参加者：主人役 工藤　大輔 会員　世話人 畑　　英明 会員

髙橋　勝坦 会員、 後藤　健二 会員、 水川　達生 会員
第3組
日　時：2018年10月23日（火）18：30〜
場　所：十勝ダイニング　ふる屋
参加者：主人役 櫻井　博一 会員　世話人 髙道　　伸 会員

奥原　　宏 会員、 佐藤　幸弘 会員、 飛岡　　抗 会員
第4組
日　時：2018年10月26日（金）19：00〜
場　所：十勝ダイニング　ふる屋
参加者：主人役 森　　光弘 会員　世話人 大和田三朗 会員

石神　美代 会員、 小倉　　豊 会員、 長澤　秀行 会員
村松　一樹 会員

第5組
日　時：2018年10月23日（火）18：30〜
場　所：十勝ダイニング　ふる屋
参加者：主人役　高原　　淳 会員　世話人 石川　裕也 会員

及川ゆかり 会員、 小沢　昌博 会員、 國枝　千秋 会員
中島　一晃 会員、 森　　武夫 会員

第6組
日　時：2018年10月26日（金）19：00〜
場　所：ふじもり
参加者：主人役 伊藤　秀敏 会員　世話人 花岡寿美代 会員

大江　　平 会員、 小田　　剛 会員、 進藤　敦史 会員
橘　　清三 会員、 中田　知德 会員、 林　　泰広 会員
藤森　裕康 会員、 星屋　洋樹 会員、 和田　賢二 会員

第7組
日　時：2018年10月22日（月）19：00〜
場　所：なかもり
参加者：主人役 井上　洋一 会員　世話人 倉野　　賢 会員

讃岐　武史 会員、 渡辺喜代美 会員、 中森　　保 会員
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■会長報告 和田　賢二 会長
　11月は「ロータリー財団月間」です。そして地
元と世界各地で活躍する会員の貢献を共に祝
う月でもあります。RIでは、ロータリー財団を

「私たちの財団」と呼んでいます。
　ほとんどの慈善事業とは異なり、ロータリー

財団は、真の意味で私たちの財団なのです。なぜなら、ロータリ
ー財団はロータリーファミリーとその活動によって支えられ
ているからです。
　今年度、財団は既に222件の地区補助金（総額3,190万ドル）と、
41件のグローバル補助金（総額1,190万ドル）を承認しました。
　この月間中、クラブは少なくとも1回の例会プログラムを、財
団に関する内容とすることが求められています。当クラブも神
山委員長のロータリー財団委員会が月末にプログラムを予定
しております。
　昨日6日火曜日は、アメリカ大統領選挙の中間の年、4年に一
度実施される上下両院議員の中間選挙でした。選挙日は、米国
連邦法で「11月の第1月曜日を含む週の火曜日」（1845年規定）と
定められているそうであります。
　アメリカ人は火曜日に大事を行うのが好きなんでしょうか。
大統領選の候補者指名の為に実施する予備選挙や党員集会が、
2月または3月の火曜日に行うので「スーパーチューズデー」と
いいます。
　ロータリーも例に漏れず、11月27日は、「ギビングチューズ
デー（寄付の火曜日）」です。
　これは、慈善団体や個人に寄付を呼びかけるオンライン上で
の国際的な運動です。
　この機にロータリー財団への寄付をぜひご検討ください。財
団への寄付によって、ポリオから子どもたちを守るワクチンの
購入や、紛争解決に取り組む平和構築者への研修、そしてより
よい未来のためのサスティナブルな地域社会づくりが可能に
なります。　  
　2017年現在、ロータリーはポリオ撲滅活動に17億ドル以上の
資金（ビル&メリンダ・ゲイツ財団からの上乗せを含む）を投入し
ています。 「変化をもたらす」ためのご寄付にご協力ください。
　本日のプログラムは、先般の第1回情報集会の報告会です。情
報集会は新しい会員にとっては非常に緊張する集まりではあ
りますが、テーマに沿って真摯に意見交換をするという意味で
は意義あるものと思います。年代に関係なく胸襟を開いて語り
合う事は、皆さんの職場の中でもそう多くはないと思います。
　今回のテーマは「ロータリーの奉仕を地域社会に知って貰う
為の啓蒙活動について語ろう」と長いテーマで申し訳ありませ
んでしたが、テーマを酒の肴にして会員同士の親睦と有意義な
時間が過ごせたのであれば、大変幸せに思います。
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↑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。

第8組
日　時：2018年10月2日（火）18：30〜
場　所：ホテル日航ノースランド帯広　3F　白樺
参加者：主人役 仁木　宏一 会員　世話人 森田　幹也 会員

田守　由宗 会員、 新沼　彰人 会員、 増田　正二 会員
横山　　聡 会員

議論趣旨
・RCには、4つの奉仕活動がありますが、職業奉仕、クラブ奉仕、

社会奉仕、国際奉仕のそれぞれの活動を外部に知らしめる広
報活動が不足しているのではないか？

・自身の職場で、社員に対しRCの行動指針を説明し、理解を求
める。

・外部に向けて米山奨学生の取り組みをアピールするべき。
・広報委員会は、基本的に内部向けの広報を行っているが、外部

向けも必要ではないか？
・近年帯広RCで行った、帯広神社での植樹、とかちプラザ南側

でのパーゴラ設置（藤棚）、児童会館への日時計寄贈、清掃活
動、帯広北高への学校訪問などもっと地元新聞などで積極的
にアピールしては？

・地域社会への目に見える外部向けの広報が必要ではないか？
・他団体でも行っているが、RCで献血の促進や交通安全啓蒙

活動をするなども効果的ではないか。
・RCを地域社会の皆様に知って頂くための、RCを簡単に紹介

できるリーフレット・パンフ・名刺サイズのPOPなどを作成し
てはどうか？

・RCで行っている卓話は、とても興味深い内容ものが多いの
で、外部向け、一般市民向け卓話を行ってはどうか？

・RCは、一般の市民の皆様に何をしている団体か？理解されて
いない、交流がない。

・内部に留まらずに、積極的に地域社会に出ていく必要がある。
・スポーツ大会を企画してはどうか？
・帯広動物園に動物を寄贈してはどうか？
・SNSを使っての広報を広げてはどうか？　　
　などの多くの意見が各組でなされ、大変有意義な会であった
と総評されました。

■会務報告 外㟢　裕康 幹事　
①帯広西RC、移動例会開催のご案内
　日　時　11月8日（木）午前11時50分
　場　所　カールプレックスおびひろ
②帯広北RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月9日（金）午後6時30分
　場　所　ジグザグ
③帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月19日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④ 帯広北RC、11月23日（金）の例会は、祝日のため休会と致し

ます。
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月29日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
　　　　　　
■米山奨学生
APユヘンドラ 様

■同好会報告
帯広RC　旅アソシエ
栂安　雅満 会員

■委員会報告　
・出席報告 出席委員会　仁木　宏一 会員
11月7日
　会員総数91名　免除会員4名　出席数58名　免除会員2名
10月17日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率
　A、76名　B、87.4%

・ニコニコ献金
栂安　雅満 会員
　先日の26日にプーケットRCに旅アソシエのメンバー 6名で
メーキャップをしてきました。バナーの交換をし、地元のRCメ
ンバーとの2時間の交流の機会を持つことが出来、大変有意義
な時間を過ごしてまいりました。
森　　光弘 会員
　インドネシアからの帯広畜産大学留学生APユヘンドラさん
のカウンセラーの任を拝命致しました。皆様のご協力を頂きな
がら彼が研究にも専念できるよう努めます。
野村　一仁 会員
　本日の例会を担当させて頂きます。

■誕生日祝い
眞鍋　智紀 会員　　曽我　彰夫 会員　　外㟢　裕康 会員
木村　裕氏 会員　　新沼　彰人 会員　　関山　岳大 会員
河村　知明 会員

11月のプレゼント曲−「アトムの子」〜山下達郎 1991年

■結婚記念日祝い
國枝　千秋 会員　　田中　一郎 会員　　進藤　恒彦 会員
曽我　彰夫 会員　　工藤　　稔 会員

■配偶者様お誕生日祝い
長澤　秀行 会員　　小白　智志 会員　　工藤　大輔 会員
工藤　　稔 会員　　伊藤　秀敏 会員　　森田　幹也 会員
大江　　平 会員

■11月のプログラム予定
11月14日（水）　「健康診断」11：00〜

「ライラセミナー報告会」 （青少年育成委員会）
11月21日（水）　「コラムの読み方、書き方」 （広報委員会）
 北海道新聞社釧路支社　支社長　菅原　　淳 様
11月28日（水）　「ロータリー財団について」
 （ロータリー財団委員会）


