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■プログラム 「新会員卓話」
（担当：プログラム委員会）
増田 仁志 会員
北洋銀行の増田でございます。今年の4月、NHK「な
つぞら」放送開始日に帯広に着任し、はや6 ヶ月が経
過いたしました。十勝帯広の魅力は底知れぬものと
日々魅了されているところでございます。さて本日は
新入会員卓話の機会を頂戴し誠に有難うございます。既に入会後半
年を経過しており、皆様にも多少顔を覚えて頂いておりますので、
今日は私の前任地である苫小牧のお話をしたいと思います。苫小牧
におきまして現在話題性が高く、且つ皆さまが知っておいても良い
お話しは何か考えまして、IR（カジノを含む統合型リゾート）誘
致の現状をお話できればと思います。鈴木北海道知事は先日年内に
誘致するか否か決定したいとのコメントを出したところです。また
本日の北海道新聞と日本経済新聞に関連記事が大きく載っており
ました。今日は誘致賛成派と反対派夫々の意見を尊重しながら中立
的、客観的に現状を整理してお話出来ればと思います。まずIR誘致
をするためには自治体が国に対し立候補しなければなりません。そ
の後、IR全体を運営する民間企業を自治体が選定しプランをまと
めます。

会員総数92名（内免除会員3名）

出席者数 44名
0

小沢 昌博 会長
会員の皆様こんにちは。
先週、建築士事務所協会全国大会が福島県で開催さ
れ、その際、相馬市など8年前に東日本大震災での津波
により大きな被害を受けた地域を視察してまいりま
した。ほぼ、復旧工事等はおわりに近づいていましたが、もうしばら
く被災者に対する支援は続くとの事でありました。原発の復旧状況
は視察の人数制限もあり遠くから見るだけにしましたが、本当の復
旧はいつの日になるのでしょうか。
今週末、10/11〜12と、いよいよ地区大会が釧路にて開催となり
ます。ご出席予定の会員の皆様におかれましては、一泊二日のご予
定となりますが、仕事のスケジュールなど、ご準備宜しくお願い致
します。釧路はすでに、朝晩は気温は冷え込んでおりますので、ご注
意ください。
今回、記念講演は、テーマ「ポリオ根絶！ロータリアンの果たした
役割にも触れて」と題して地域医療推進機構、名誉世界保健機構
WHO西太平洋地域事務局長、自治医科大学名誉教授など歴任する
尾身 茂講師に講演をいただく予定になります。
和田前会長も申されていました、ポリオに対するロータリーの活
動に対する貢献度の社会の認知度の少なさに関係する講演ではな
いでしょうか。楽しみにしています。
それから、昨年度和田前会長年度に当クラブより推薦させていた
だいております、グローバル補助金奨学金、田中佑衣さんですが無
事ロータリー財団より補助金が授与され、現在イギリスのサセック
ス大学にて開発学修士課程本コースの受講をされております。受け
入れクラブはブライトンRCにお世話になっております。当クラブ
のフェースブックへも投稿をいただいておりますので是非、ご覧く
ださい。将来、ロータリークラブの重点分野、経済と地域社会の発展
に貢献されることでしょう。
また後ほど、柴田会員より来年6月の世界大会の案内がございま
す。ご都合のつく方は是非、参加のご検討を宜しくお願い致します。
以上をもちまして、会長報告とさせていただきます。

小沢昌博

ロータリーは世界をつなぐ
9月25日例会

■会長報告

会 長

メークアップ 14名

欠席者 34名
（名）

92

IR運営事業者はカジノ運営ノウハウを持った米国やカナダの企
業が名乗りを上げています。その後各自治体のプランを国が審査し
全国に3 ヶ所設置される予定です。時期的には2025年頃が最短と思
います。既に大阪、長崎、和歌山、横浜は誘致を表明しており、北海道
のように検討中の自治体と合わせ全国9地区程度での誘致争いに
なるものと思われます。IRは千歳空港から4キロ程度の苫小牧市
植苗地区の100haが候補地となっています。IR全体の建設には3〜
4千億円と言う大きな投資が必要ですが、この投資には国内企業か
らの出資と、多くはIR運営事業者が直接・間接的に投資する事が想
定されます。誘致賛成派の意見は、国や道の施策でもある観光立国
の実現、また人口や雇用の減少に歯止めをかけ地方創生の面、そし
てIR全体から年間200億円内外と予想される税収、各種経済効果等
を挙げています。誘致反対派の意見は、ギャンブル依存症問題、治安
の悪化懸念、自然破壊、他の観光地への負の影響懸念、元々の北海道
の魅力で十分等々を挙げています。両派の意見は夫々ですが、最終
的には何を優先して選択するのかと言う点が重要になろうかと思
います。例えば経済効果を優先して考えれば誘致しないと言う選択
は有りませんし、北海道民のギャンブル依存症問題が増幅するよう
ならば誘致する選択も無いでしょう。以上のような現状を踏まえ私
たち道民として今出来る事は何でしょうか。それは第一にIRとは
何を目的にどんな施設が出来るのかを正しく理解することだと思
います。これから年末までIRに関する報道が増えると予想されま
す。各メディアの報道姿勢にも違いがありますので多面的に情報を
収集して賛成派・反対派夫々がメリット・デメリットを理解して世
論が形成され誘致の可否判断に繋がれば自ずと最良の判断に到達
するものと思います。本日はご静聴有難うございました。
脇坂

篤直 会員

場 所 北の杜
⑦帯広南RC、移動例会開催のご案内
日 時 10月21日（月）午前10時30分
場 所 とかち広域消防局 帯広消防署
⑧帯広東RC、10月22日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
⑨帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 10月25日（金）午後6時30分
場 所 ディノスボール帯広
⑩帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 10月29日（火）午後6時30分
場 所 幕別パークホテル悠湯館
⑪帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 10月31日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
■委員会報告
職業奉仕委員会
来週10/16（ 水）は移動例会です。12時に帯広刑務所に集合いた
だき、12時30分から施設案内となります。また11/13
（水）実施の健
康診断を、回覧板にて案内しております。受診される方は記入をよ
ろしくお願いします。
オンツー・ホノルル委員会 香川謹吾委員長 代理 柴田会員
2020年6月にロータリー世界大会が、ハワイ州ホノルルにて開催
されます、帯広ロータリークラブの例会スケジュールにあわせた
ご案内をレターボックスにいれさせて頂きました。参加集約は来月
お伺いしますので、奮ってご参加下さい。
同好会「スキー・ボードを楽しむ会」
現在7名の会員が在籍しており、新たな会員を募集しています。
ニセコツアーなども計画しています。事務局から案内しますので、
ぜひご参加下さい。

■会務報告
飛岡
抗 幹事
①RI第2500地区大会（釧路）開催のご案内
日 程 令和元年10月11日（金）
〜10月12日（土）
場 所 コーチャンフォー釧路文化ホール他
《大会1日目（11金）》
記念親睦ゴルフ大会 8：30〜 釧路カントリークラブ
《大会2日目（12土）》
登録受付
11：00〜 コーチャンフォー釧路文化ホール
本会議
11：50〜15：00
〃
記念講演
15：00〜16：00
〃
本会議
16：15〜17：00
〃
大会記念大懇親会 18：00〜19：30 釧路市観光国際交流センター
※地区大会登録料：13,000円 記念ゴルフ登録料：5,000円
②帯広RC、移動例会開催のご案内
日 時 10月16日（水）午後0時集合
（12：30より例会開始）
場 所 帯広刑務所
③帯広RC、10月30日（水）の例会は、休会と致します。
④帯広西RC、10月10日（木）の例会は、休会と致します。
帯広南RC、10月14日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
⑤帯広西RC、移動例会開催のご案内
日 時 10月17日（木）午後0時30分
場 所 ビート資料館
⑥帯広北RC、移動例会開催のご案内
日 時 10月18日（金）午後0時

↑帯広ロータリー
クラブホームペー
ジ。バーコードリ
ーダーで読み込
む事ができます。

■ニコニコ献金
新田
潔 会員
当社ニッタクスは去る10月4日に創業100年を無事に迎えること
が出来ました。今後ともご指導ご鞭撻いただけますよう宜しくお願
い致します。本日は創業の地、幕別の唐松を材料にしたお箸を記念
の品としてレターボックスに入れさせて頂きましたので、どうかご
笑納下さい。
水川 達生 会員
11月3日（日）、ここホテル日航ノースランド帯広において、日本
FP協会道東支部さんと私ども北海道金融広報委員会共催の金融広
報イベントを開催いたします。イベントでは、新しい1万円札の顔
となることが決まった、実業家・渋沢 栄一の五代目子孫、渋澤 健
（しぶさわ けん）氏の講演会を予定しております。このイベントに
関するチラシを皆さまのレターボックスに入れさせていただきま
したので、ご覧いただければ幸いです。皆さまのご参加を心よりお
待ちしております。
石山 直貴 会員
サマージャンボ宝くじ、調べたところ30枚購入して3,000円が2本
当たりましたので、うち1本分を献金させていただきます。
脇坂 篤直 会員
本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございます。
・ご本人お誕生日祝い
増田 仁志 会員
・配偶者様お誕生日祝い 村松 一樹 会員
・結婚記念日祝い
大和田三朗 会員
星屋 洋樹 会員
■出席報告
出席委員会
10/9例会の報告 会員総数91名 内免除会員4名 出席者数57名 内出席免除会員1名
9/25例会の報告 メークアップを含む出席者数58名 出席率65.2%
■次週プログラム予定
10月16日（水）「移動例会」 帯広刑務所
（職業奉仕委員会）

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 / 河村 知明・副委員長 / 脇坂 篤直・柴田 勝浩
委 員 / 奥田
潔・井上 洋一・角 健太郎・南部 謙治
●ホームページアドレス http://www.obihiro-rc.jp

