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「すべてに感謝」Thanks for everything
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■会長報告

小沢
会員の皆様

昌博 会長

こんにちは。

先ほどの健康診断は皆様、いかがでしたで
しょうか。

会 長

小沢昌博

ロータリーは世界をつなぐ

思いますが、私たちは課題を具現化し「地域の魅力を知らな
い、発信していない」ことが問題点と考えました。ディスカ
ッションを始める前に自己紹介をしている際に「どこから
来ました。よろしくお願いします」に対して「そこの○○店

私も検査をうける度に、毎回注意項目は持

美味しいですよね」
「○○に行ったことがありますか?」など

続され、改善がされない状態がずっと続いています。しか

の会話が飛び交いました。自分の住んでいる地域なのに他

し、新たなる悪化項目が無ければいいかなと勝手に解釈し

のメンバーの方が詳しく知っていて、地域の魅力を自分が

ております。

把握していないのです。これでは発信もできません。まずは

11/10 清里ロータリークラブ、50周年式典へ飛岡幹事と
参加して参りました。十勝管内のクラブでの参加は、帯広南
ロータリークラブと当クラブのみでしたので、二次会まで

若い世代が自分の地域の魅力に興味を持つことが大切では
ないかと思います。
解決策は「地元の魅力について知る機会をつくる」です。

参加し友好を深めて参りました。29名のクラブであります

ライラセミナーや講演など地元の魅力が再確認できる良い

が、140名余りの出席があり、和やかに開催されました。

機会なので、今後の社会を担う若者が多くの参加をして、地

本日はライラセミナー報告会という事で、3名の青年の
報告を頂きます。

域活性化について興味をもつことが第一歩になると思いま
す。

ライラセミナーの際は青少年育成委員会渡辺委員長、国
枝委員共にお疲れ様でした。

今回のセミナーで他業種の方と議論をすることで、様々
な意見や自分には思いつかないアイデアが多くあり、勉強

この、ライラセミナーへの参加やローターアクトクラブ

になりました。自分の意見が尊重される嬉しさがあり、意見

への参加をさせていただけます会員企業の皆様へは、御協

を出し合う大切さ、自分を発信する重要さを学びました。こ

力感謝申し上げます。

のライラセミナーで学んだことをしっかり自分の人生に活

最終的には、参加目的は参加者本人の勉強になり、会員企

かして、社会に貢献できる人材なりたいと思います。

業や社会へ将来、貢献される青年を育成する為であります
が、実際には、本人や企業にも多くの負担もかかります、お

笹原

由喬 様

十勝バス㈱

互いの理解も必要となると思います。

私は今回の発表を3つに分けて

以上をもちまして、会長報告とさせていただきます。

行います。最初に旭山動物園を視
察しました。旭山は小学生の時に

■プログラム 「第39回ライラセミナー報告会」
青少年育成委員会

一度だけ行ったことがあり数十
年ぶりでした。動物園で動物を見ること自体が数年ぶりで、

青少年育成委員会の渡辺喜代

かわいい動物を見てとても癒されました。雨で全てを見て

美 委 員 長 の 進 行 で、8月31日 か

回ることができなかったのがすごく残念でしたが、機会が

ら9月1日に旭川で行われたライ

あればまた行きたいと思います。

ラセミナーに参加した3人の報告がありました。

次の基調講演では、旭山動物園の園長、坂東 元氏に「伝え
るのは、命の輝き」をテーマで講演いただき、動物園の歴史

雪田

侃也 様

㈱曽我

や苦悩を聞くことができました。坂東園長の考えと行動力
今回のセミナーでは最初に旭
山動物園を見学し、楽しみながら

が周りの人を動かし、旭山動物園を再ブームさせたという
ところに感動しました。

動物の生態を知ることで、命の大

最後に地域活性化をテーマにグループディスカッション

切さなどを一人一人が改めて感

を行い、私の班では「若者の流出」を課題としました。流出の

じることができました。基調講演では旭山動物園の園長よ

原因としては都会への憧れ、住んでいる場所に魅力がない、

り命の尊さから動物園の成り立ち、旭山動物園が旭川市に

つきたい仕事や進学したい学校がない、娯楽がないなどが

どういう影響をもたらしてきたのかをお話いただきまし

挙げられましたが、若者が流出すると、その地域の高齢化、

た。

人口減少や人手不足の進行が課題となります。

その後、地域の活性化をテーマにグループディスカッシ

解決策としては「マチの魅力を作る、伝える」ということ

ョンを行い、課題、問題、解決策を出しました。まず課題は

を考えました。若者向けのイベントの開催、例えばサバイバ

「人を呼び込む」です。現状、人手不足や人口減少などが問題

ルゲーム、コスプレ、音楽フェスなど。次に教育、仕事の充

になっています。どこの地域でもなかなか解決が難しいと

実、地域に適した専門学校や仕事の斡旋などが挙げられま

した。最後は趣味、娯楽の充実です。登山や釣り、ウィンター

②帯広RC、年末家族会開催のご案内

スポーツ、自然を使ったアクティビティなどです。

時

12月11日（水）午後5時30分受付開始（6時例会）

場

所

ホテル日航ノースランド帯広

全体の総括として、私は人前で意見を述べることや発表

日

したりすることがあまり得意ではないので最初はすごく不

③帯広南RC、夜間例会開催のご案内

安でしたが、セミナーを通して自分のスキルを上げること

日

時

11月25日（月）午後6時30分

ができたと同時に、今後は学んできた経験を生かし発表内

場

所

北海道ホテル

容やコミニケーション能力の向上に繋げていきたいと思い

④帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内

ます。今回のセミナーで学んだことをこれからの業務に生

時

11月28日（木）午後6時30分

場

所

北の屋台

かして地域に貢献していきたいと思います。

日

⑤帯広北RC、11月29日（金）の例会は、休会と致します。
竹内

沙織 様 内科・循環器科ハートサウンズもりクリニック
■委員会報告
・ニコニコ献金
渡辺喜代美 会員
本日の例会を担当させていただきます。よろしくお願い
します。
森

光弘 会員
本日の職業奉仕委員会主催、ロータリークラブ検診事業

に参加させて頂きました。健康な毎日を皆さまおくりまし
ょう。
森

光弘 会員
本日のプログラムで、当院の竹内さんが発表の機会を得

ましてはりきっています。皆様どうか宜しくお願いします。
櫻井

博一 会員

本日、会員の皆さまの健康診断に多くの参加をいただき、
ありがとうございました。
石山

直貴 会員

健康診断で血液年齢がなんと21歳と評価されました。あ
まりにもテンションが上がりましたので献金させていただ
きます。
髙橋

常夫 会員

新たに商工会議所議員に選任されました。しっかりと務
めを果たしたいと思います。
田中

有樹 会員

新入会員の損保ジャパン日本興亜の田中有樹と申しま
す。今後とも宜しくお願い申し上げます。
・出席表彰記念
野村

文吾 会員（15回目）

・配偶者様お誕生記念日祝
野村

文吾 会員（10月）

■ゲスト紹介

・結婚記念日祝

ライラセミナー参加者

野村

雪田

侃也 様（㈱曽我）、笹原

竹内

沙織 様（内科・循環器科ハートサウンズもりクリニック）

文吾 会員

由喬 様（十勝バス㈱）
■出席報告

出席委員会

11/13例会の報告
■会務報告 飛岡

抗幹事

会員総数92名 内免除会員3名 出席者56名 内出席免除会員1名

①帯広RC、移動例会開催のご案内
日

時

11月27日（水）午後0時30分

■次週プログラム予定

場

所

帯広第一病院（6F第一会議室集合）

（ロータリー情報・記録保存委員会）
11月20日（水）
「情報集会報告会」

↑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。
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