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■会長報告

和田 賢二 会長
先週の新元号元年花見例会は、令和時代の幕開け
にふさわしい厳かに、かつ和やかな楽しい例会でし
た。本当に皆様ありがとうございました。
本日は、
「人口減少におけるサスティナブルな街づ
くりに関する報告」と言うテーマで野村委員長の卓
話がございます。
思い起こしますと、2007－08年度奥周盛会長の時、私は社会奉
仕理事で佐藤人間尊重委員長、野村地域発展委員長、小沢環境保全
委員長の4人で、人口減少・財政赤字からV字回復し8年間で2000名
の移住者を獲得し、ウエルシーランド構想の基、サスティナビリテ
ィのある街作りを行っておりました伊達市へ視察に行って参りま
した。私の我儘から嫌がる3委員長と、1年間をかけて3回の例会を
行った社会奉仕事業でした。
十勝バスで伊達まで移動例会をして先進地の行政と住民の連携
による地域の奉仕活動、地域作りをロータリアンの立場から学び、
十勝に生かして行こうとの思いでありましたが、クラブ協議会では
奥会長、奥原幹事より30万円という予算は大変厳しいと言われ、見
直しと相成りました。
結局、自分たちの手弁で視察し、3回シリーズの最後の例会（2月
27日）を夜間例会にして、伊達市役所より「住んでみたいまちづく
り課」鎌田課長様にお越し頂き、パネルディスカッションを行いま
した。オブザーバーとして帯広市から政策推進部長ほか8名のご参
加も頂き、
人口減少に向かう地域をロータリアンとしてどう考え、
次
世代の為にサスティナブルなまちにする為にはと、
討論致しました。
当初は、奥会長も消極的でありましたが会長報告の中で、
「通常は
クローズドなロータリーの例会ですが、今日はいつもとは雰囲気が
違い、オープンな反面、少し緊張も走る例会です。外部の方に日常の
活動を見ていただく良い機会だと思っています。ロータリークラブ
の社会奉仕としては、これまでにないユニークな事業であります
が、私はタイムリーなテーマを捉えた事業であると思います。と言
いますのは、帯広市の人口が、今年の1月末時点で169,895人と、17
万人を割りました。これまで順調に推移してきた帯広の人口が初め
てマイナスに転じました。新しい総合計画では、これまで人口増加
を前提とした、第5期までの総合計画とは、考え方を大きく変えな
ければならないでしょう。少子高齢化の時代にあって、地域政策の
ベースとなる人口は、自然増（人が生まれた、死んだ）が望めず、社会
増（人の移動）に期待がかかるのですが、今その社会増につながる地
域の戦術が求められています。今年度の社会奉仕委員会が取組んだ
事業が、少しでもまちづくりのお役にたち、多くの会員が地域の未
来に関心をお寄せいただければ、幸いであります。」と述べられてお
りました。
私も当初、野村委員長から地区補助金を使って、網走西ロータリ
ークラブとの合同事業を行う内容の説明を受けました時には戸惑
いもありました。あの時の奥会長の心境も理解できます。
野村委員長は、以来ずっと仕事柄バス会社だから走り続けるのが
常なんでしょうが、地域社会の奉仕の為に走り続けております。こ
れからも、卓越した視点でサステイナブルな街作りを目指して行っ
て頂きたいと思います。
（社会奉仕委員会）

会員総数92名（内免除会員4名）

出席者数 54名
0

■プログラム
「人口減少時代におけるサスティナブルな
「街づくり」に関する活動報告」
野村 文吾 委員長

和田賢二

メークアップ 19名

欠席者 19名
（名）

92

1. 人口減少時代におけるサスティナブルな『街づくり』の活動報告
（1）活動の流れ
（2）帯広RCのバナーのリンク
（3）網走西RCのアンケート
（4）網走西RCのアンケート結果
（5）網走西RCのバナーのリンク依頼

2. 地区補助金を活用した網走西RCと帯広RCとの連携と活動報告
（1）商品化したパックを発信するホームページの作成
（2）商品化したパックを発信するホームページの内容
（3）双方のRCの例会で情報発信
（4）SNS活用による情報発信
（5）活動の結果
（6）活動の成果

3. 今後の地域内連携および地域連携による公共交通ネットワーク
の在り方
（1）2500地区で展開のイメージから
（2）北海道庁「北海道交通政策総合指針」策定
（3）乗換案内アプリ『もくいく&バスロケ』で北海道全域が繋がる!

4. 標準フォーマットオープンデータ化
（1）オープンデータ化とは?
（2）全道の前路線バス会社の時刻表・運賃を標準フォーマットオー
プンデータ化
（3）オープン化で、Googleマップで北海道全域が繋がる
（4）アプリの「アルゴリズム」の違いによる課題
（5）オープン化で、乗換案内アプリ『もくいく』でも北海道全域が繋
がる

日 時 5月19日（日）午後0時30分
場 所 清水町
※尚、帯広西RC、5月23日（木）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広南RC、移動例会開催のご案内
日 時 5月27日（月）午前11時
場 所 帯広動物園正門
⑥帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 5月30日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
■新入会員紹介

増田 仁志 君
角 健太郎 君
（推薦者：奥原 宏 会員） （推薦者：倉野 賢 会員・伊藤 秀敏 会員）
■委員会報告
・ニコニコ献金
和田 賢二 会員
令和元年花見例会も大盛況でした。帯広神社大野宮司、親睦活動
委員会の皆様ありがとうございました。私事、令和元年5月2日に孫
が生まれました。桜の時期で「櫻子」と言う名前になりました。
奥原
宏 会員
㈱北洋銀行帯広中央支店増田支店長を紹介させて頂きます。
野村 文吾 会員
本日、社会奉仕委員会の担当例会です。宜しくお願いいたします。
工藤 大輔 会員
5月8日新元号記念花見例会に多くの皆様の参加を頂きました。
有難うございます。
大野 清徳 会員
令和最初の例会に際して帯広ロータリークラブの安全を祈願さ
せて頂きました。ありがとうございました。
角 健太郎 会員
本日より入会させて頂きます。宜しくお願いします。
伊藤 秀敏 会員・倉野
賢 会員
第一生命の角さんのご承認ありがとうございます。宜しくお願い
いたします。
増田 仁志 会員
本日より入会させて頂きます。宜しくお願い致します。
鈴木
優 会員
ホテル会員のキャンペーンにご協力頂きまして有難うございます。
・本人誕生日祝い
中田 知德 会員・小白 智志 会員・髙道
伸 会員
工藤
稔 会員・小林 光樹 会員・村松 一樹 会員
畑
英明 会員
さくらこ

5.「Global MaaS」の実現に向けて
（1）MaaSとは
（2）十勝MaaSの実現に向けて
（3）十勝MaaSの充実のために
（4）北海道MaaSの実現に向けて
（5）乗換案内アプリを世界と繋げる

■会務報告
外㟢 裕康 幹事
①帯広RC、次年度第2回クラブ協議会開催のご案内
日 時 5月17日（金）午後7時
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
会 費 2,100円
出席義務者 理事・役員・各委員長
②帯広RC、新会員オリエンテーション開催のご案内
日 時 5月22日（水）午後6時30分
場 所 十勝ガーデンズホテル
会 費 3,000円
③帯広北RC・帯広東RC・音更RC、合同例会開催のご案内
日 時 5月19日（日）午前11時
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
※尚、帯広東RC、5月14日（火）の繰下げ例会と致します。
帯広北RC、5月17日（金）の繰下げ例会と致します。
④帯広西RC・清水RC・上士幌RC、合同例会開催のご案内

↑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。

・5月のプレゼント曲「テイク・ファイブ」
（Take Five）」1959年、作
曲：ポール・デスモンド、演奏：デイヴ・ブルーベック・カルテット（メ
ンバーのベーシスト ユージン・ライトも1923年5月29日生）
・ご結婚記念日祝い
藤森 裕康 会員・小林 光樹 会員・太田 隆博 会員
猿川 陽介 会員
・配偶者様お誕生日祝い
畑
英明 会員・関山 岳大 会員
・出席報告
5月15日例会の報告
会員総数94名 内免除会員4名 出席者数60名
4月24日例会の報告 メークアップを含む出席者数73名 出席率82.0%
■次週プログラム予定
5月22日（水）
「しのびよる恐ろしい心臓病：心房細胞が招く脳梗塞」
森
光弘 委員長（職業仕委員会）
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●発行 / クラブ広報
●委員長 / 大江
平・副委員長 / 大和田三朗・横山
聡
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●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

