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和田 賢二 会長
本日は、年に一度の健康診断の日です。最近「健康
寿命」と言う言葉をよく耳にします。医療福祉関係の
会員が多い当クラブで、こういうお話をするのも烏
滸がましいのですが、
「 健康寿命」と「平均寿命」との
差が短ければ短いほど、多くの人が死ぬ間際まで元
気な人生を送ることができるといわれています。日本ではこの差が
男性で9歳、女性は12歳あり、その間、寝たきりや介護状態などで暮
らしているとの事です。この差を短くして老後の人生を豊かに、そ
して医療費や介護費を減らすことにつなげられないかと、先日
『NKKスペシャル AIひろし に聞いてみた』と言う番組で、65才以
上の人の生活データーを元に解析するという内容のものを、大変興
味深く見ました。その中で二つの解析結果がでました。一つは、65
歳以上で本をよく読む人とあまり読まない人とでは、良く読む人の
方が読まない人よりも2年以上長生きする。また、図書館の近くに
住んでいる人の方が長生きする。という結果です。
二つ目は、住んでる地域の治安が良い所の人の方が、健康寿命が
長いと言うデーターでした。ストレスが減り体を動かすようにな
り、病気にもかかりにくくなるためだそうです。私も願わくば、ピン
ピンコロリを実践できればと思っております。
また、本日の例会プログラムはライラセミナーの報告会です。
私も、当クラブが1995年に輩出した田村ガバナー年度に青少年の
委員長をさせて頂きまして、斜里の地まで行ったことがあります。
その時、
ロータリーの奉仕プログラムの中で、
こんなに素晴らしい青
少年の健全育成事業はないと感動した覚えがあります。今日は、参
加した皆さんのお話をお聞きするのを楽しみにしております。

会員総数90名（内免除会員4名）
欠席者 19名

メークアップ 17名
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■会長報告

公認会計士・竹川博之事務所
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将史 様

■プログラム 「ライラセミナー報告会」
青少年育成委員会
伊藤 秀敏 青少年育成委員長
今年度のライラセミナーは、9/1、2で旭川の北側
に位置する士別の地で開催されました。士別という
と、今まで行ったことがなかったのですが、自然豊か
で、当日は、とても天気が良く、貴重な経験をする事
ができました。
そして、このライラセミナーに参加していただく、研修生は年度
当初は、3名で考えていましたが、ありがたいことに、4名の登録
をいただき、参加してきました。
なお、本日、そのうちの1名、十勝バスの矢部さんが、本日、どうし
ても都合が合わなかった為、先日、ビデオ撮影をいたしましたので、
本日は、ビデオ出演となりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、今回の、このライラセミナーに参加し、何を感じ、何を
学んだのかこれから発表してもらいますので、是非、聞いていただ
き、皆様の会社の若手の方々にも、このような学びのチャンンスが
あるんだ。と感じていただけるとありがたいです。
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侃也 様

十勝バス㈱

内海春瑠花 様
矢部 優花 様（ビデオ出演）
これからライラセミナーの報告をします。私は今
回の発表を3つに分けて行います。
はじめに視察について、セミナーの開催地、士別市
はサフォーク種の羊を観光資源として観光や町おこ
しを進めており、
「 羊の雲の丘」でサフォークを用い
た実際の放牧を間近で体験できるシープドッグショーや飼育員に
よる羊の毛刈りショーなどが行われ、見るだけでなく動物に実際に
触れながらの体験に好印象を受けました。また、この経験を生かし
十勝バスを中心として地域の魅力を発信することで、今ある観光資
源を強化。さらには地域住民のバスの利用促進を図れるのではない
かと考えました。

次に、基調講演では、札幌学院大学の教授、
「河西邦人氏」を講師に
迎え「北国の地方創生〜地域未来のために〜」というテーマで講演
をいただきました。地方創生は「地域経営」
「地域資源」
「事業資源」か
らなるとした上で、それぞれの関係性を理解し共有価値を見出すこ
とで、地域に必要とされることが行われ地域資源から地域価値が生
まれると解説されました。
次に成功例としてメディアにも大きく取り上げられている3町
村の事例の共通点や各町村の事例から見える地域価値が生まれる
連鎖の仕組みについて解説、まとめとして地方創生を促進する基盤
になる人づくり、人と人との信頼の絆づくりが重要であることがわ
かりました。
最後に基調講演をもとにグループディスカッションと全体発表
を行いました。
「地方創生」をテーマに、8グループに分かれて北海
道または現在住んでいる場所の「強み・弱み」など現状や課題を把握
し、課題を解決するための方策を話し合い発表を行いました。私の
所属するE班は都市部の人口増加など地域の過疎化に注目し、外部
から人を呼び込むだけでなく、地元の子供たちが将来定住してくれ
ることが重要ではないかという結論に至りました。理由としては外
部から大勢の人が来ることによって新しい考えや動きが生まれる
こと、地方創生を担う若い人材の確保が重要であることです。
解決策としては北海道の食に注目し、道内外にSNSやインター
ネット販売による地域食材のPRや地元飲食店・ホテルなどと連携
した地域食材を使った商品の開発・販売ルートの確保があげられ、
子供たちに地元の魅力に気づいてもらうために、学校給食に地域食
材を積極的に用いるという提案が出されました。
今回のセミナーは、各地域から集まった様々な業種の方々との交
流を通じてたくさんの意見や普段の生活では得ることのできない
知識などを学べる貴重な体験をしました。また、全体発表では私た
ちの班では出てこなかった意見などが多く発表されており深く関
心を持ち自分の視野を広げるチャンスになりました。また、発表の
仕方についても興味の引くような発表の仕方でとても素晴らしく
感じました。
全体の総括として…
全体発表では、代表者として発表をしましたが私は、人前で自分
の意見を述べることや発表をすることがあまり得意ではないので
セミナーを通じて自分のスキルアップが図れたと同時に今回学ん
だ経験や知識を生かしこれからは発表内容のスキルアップやコミ
ュニケーション能力の向上に繋げていきたいと思います。セミナー
に出させてもらうのは、今回が初めてでしたが、地域内外の方々と
の交流を図るのはこれからの社会生活に最も重要になるのではな
いかと考えました。
最後になりましたが、野村社長含め管理職の皆様、今回このよう
な研修の機会を与えていただきありがとうございました。今回のセ
ミナーで学んだことをこれからの業務に生かして会社や地域に貢
献していきたいと思います。今後もこのような機会があれば積極的
に参加させていただきたいと存じます。このたびは、どうもありが
とうございました。ご清聴ありがとうございました。
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臼杵 紗季 様
（東京丸の内RC）
■会務報告
外㟢 裕康 幹事
①帯広RC、年次総会開催のご案内
日 時 12月5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
③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。
④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
⑤帯広南RC、年末家族会開催のご案内
日 時 12月2日（日）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
※尚、12月3日（月）の繰上げ例会と致します。
■新会員紹介
ないき

たかのり

内木 敬典 君紹介
推薦者：川上 義史 会員
大江
平 会員
■委員会報告
・ニコニコ献金
親睦活動委員会
臼杵 紗季 会員
東京丸の内ロータリークラブより参りました。本日はどうぞ宜し
くお願いいたします。
森
光弘 会員
①11月17日（土）12時より、とかちプラザにて帯広商工会議所主催
第10回「ニコニコ健康フェア」を開催します。低糖質食事療法の講
演会がございます。ご参加お待ちしています。
②11月25日（日）14時より、とかちプラザにて第20回学習療法地域
交流会を光寿会で開催致します。認知症予防にご興味がある方、是
非御参加お待ちしております。
③本日、ロータリー健診担当させていただきました。御協力ありが
とうございます。皆様の御健康を祈っています。
櫻井 博一 会員
昨日勝毎にでました。帯広市まちづくり「デザイン賞 最優秀賞」
です。
川上 義史 会員
このたびは内木敬典さんの入会を御承認いただき、まことにあり
がとうございました。
大江 平 会員
本日、内木敬典君を推薦させていただきました。
内木 敬典 会員
ご入会を承認していただきありがとうございます。
伊藤 秀敏 会員
本日、例会を担当させていただきます。研修生たちが頑張って発
表しますのでよろしくお願いします。
■配偶者様お誕生日祝い
小倉
豊 会員
大野 清徳 会員
■ご結婚記念日祝い
野村 文吾 会員
奥田
潔 会員
畑 英明 会員
・出席報告
出席委員会
11/14例会の報告 会員総数91名 内免除会員4名 出席者数59名
10/24例会の報告 メークアップを含む出席者数71名 出席率81.6%
■次週プログラム予定
11月21日（水）「コラムの読み方、書き方」
（広報委員会）
すがわら
じゅん
淳様
北海道新聞社釧路支社 支社長 菅原
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