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■会長報告	 小沢　昌博	会長
　会員の皆様こんにちは。
　先週の年末家族会、企画、進行、親睦活動委員会の皆
様、お疲れ様でした。
　ご家族様のご参加を頂いた年末のパーティー、楽し

い時間を過ごせまして感謝申し上げます。
　米山奨学生のお二人も、家族と離れての生活で、きっと日本での
思い出に残るひとときであった事と思います。
　米山奨学会よりハイライトよねやまの通信が届いておりまして、
10月の米山月間に多くの御寄附をありがとうございましたと、お
礼がございました。
　また、マレーシア出身の米山学友のヤップ　チーエンさんは10
月の千葉県君津市台風被災地でボランティア活動をされました報
告がありました。この気持ちと行動力は、被災した方々の大きな力
になったことと思います。
　毎年、台風の被害が増加していますが、国の災害対策が先手で多
くの対策が、行われるようになっていただきたく思います。
　当クラブでお世話をさせていただく米山奨学生の皆様も、必ず、
将来、母国と日本の橋渡しとなってくれるものと信じております。
　さて、本日の例会内容は会員卓話と事ですが、南部謙治会員、木村
尚志会員楽しみにしておりました。宜しくお願い致します。
　本日は、米山奨学会への寄付、ロータリー財団への寄付に対して
の、表彰が届いており、後ほど、表彰させていただきますが、皆様、御
協力ありがとうございました。
　本日で、年内のロータリークラブの例会は終了いたしますが、今
年度半期、ありがとうございました。次回1月8日新年例会にて、ま
た、皆様とお会いできますことを楽しみにしております。
　以上をもちまして、会長報告とさせていただきます。

■プログラム　「新会員卓話」
南部　謙治	会員

木村　尚志	会員
　初めての卓話という事で自己紹介やホテル紹介を
考えましたが、自己紹介につきましては、既に「会員推
薦書」が流れておりますし、何よりも皆様には何時も
ご利用いただいておりますので十分ホテルの事はご

存知でいらっしゃるので、話すことはなく悩みました。
　そんなことを考えていた時、VIDEOを使えば話す時間が少なく
て済むのではと、悪だくみに近い考えを起こし、本日はVIDEO中心
にJR北海道ホテルズ㈱の宣伝を兼ねた、アットホームで表では見
れない会社の雰囲気を知っていただき、更に、今まで以上にフアン
になっていただければと思っております。
　既に、ご存知の方もいらっしゃいますが、私は道南の“瀬棚”出身
です。キャンプで行ったことがあるとおっしゃる方が多いのではな
いでしょうか。そんな田舎の最近は、「なつぞら」の十勝を舞台とま
ではいきませんが、瀬棚を舞台とした映画が2本程あります。1つ
は北海道出身大泉洋さん主演の瀬棚の実話を基にした「そらのレス
トラン」が今年1月に放映されました。
　そして2本目はまさに今、12月6日から札幌、旭川、函館にて公開
されております、日本初女性医師“荻野吟子”が初めて瀬棚で診療所
を開業し生涯を映した「一粒の麦」です。是非、ご覧になっていただ
きたいなと思う次第です。帯広での上映は今の所ないようです。「な
つぞら」には勝てないと思ったのでしょうか。
　そんな私は「なつぞら」の大ファンで毎日欠かさず見て涙してい
たんですが、まさかその十勝にこの夏転勤になるとは思いもしませ
んでした。しかし、とても良い所で、皆さんにもお会いできたことが
何よりです。
　おべんちゃらではありません。
　時間に制約もありますので、それでは会社紹介をしたいと思いま
す。
　実は先日、弊社は20周年を迎えまして社員だけの祝賀会が行わ
れました。鉄板焼きでのステーキ・シーフードや、なんと“マグロの
解体ショー”もあり、それを寿司職人に握っていただくなど、数々の
料理を堪能させていただきました。
　皆さんには美味しい話だけですみません。
　20年の会社の歩みをVIDEOにしたものを先ずはご覧ください。
=====VIDEO=====
　弊社、「JR北海道ホテルズ㈱」としては20周年ですが、VIDEOで
も流れておりました通り、ここ帯広は1997.6.17に「ホテルノースラ
ンド帯広」としてグランドオープンし、2007.4.1に「ホテル日航ノ
ースランド帯広」としてリブランドオープンしております。トータ
ルでは22年になりますことを付け加えさせていただきます。
　そして、最後にご覧いただくのは、会社設立10周年の時にも従業
員で協力し合いVIDEOを制作しましたが、今回も20年の結集を今
年の“流行語大賞”にもなりました「ONE�TEAM」として制作した
VIDEOがありますのでご覧いただきたいと思います。皆さんに特
に見ていただきたいのは、一番最後に登場する人です。



=====VIDEO=====
　如何でしたでしょうか？
　見慣れた顔ぶれもいらっしゃったかと思います。
　弊社の中期経営計画で掲げた「泊まりたい　働きたい　憧れのホ
テル」を目指して、これからも皆様のお力になれるよう頑張ってま
いります。
　各地へ出張の際は是非ともご利用頂ければと思います。来春には
JRINN函館も駅横に、夏には札幌3番目となるJRINN北2条がオー
プンいたします。
　どうぞよろしくお願いいたします、
　最後に、宣伝になってしまいました事お許しください、ありがと
うございました。

■会務報告	 飛岡　　抗	幹事
①帯広RC、12月25日（水）の例会は、休会と致します。
　帯広RC、令和2年1月1日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
②帯広RC、新年交礼会開催のご案内（夜間例会）
　日　時　令和2年1月8日(水)
　　　　　安全祈願：午後5時30分　　　例　会：午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー（会費：4,400円）
③帯広南RC、12月23日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広西RC、12月26日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、12月27日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、12月30日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、12月31日（火）の例会は、休会と致します。
　帯広西RC、令和2年1月2日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、令和2年1月3日（金）の例会は、休会と致します。
　�帯広南RC、令和2年1月13日（月）の例会は、祝日のため休会と致
します。
④各RC、新年交礼会開催のご案内
・帯広東RC
　日　時　令和2年1月7日（火）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広西RC
　日　時　令和2年1月9日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広北RC
　日　時　令和2年1月10日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広南RC
　日　時　令和2年1月10日（金）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
　※尚、1月6日（月）の繰下げ例会と致します。
■委員会報告	
・ロータリー財団委員会	 及川ゆかり	委員長
　ポールハリスフェローの表彰が届いております。小沢会長よりバ
ッジをお受け取り下さい。
栂安　雅満�会員（7回目）　　新田　　潔�会員（5回目）
工藤　大輔�会員（3回目）　　飛岡　　抗�会員（3回目）
池田　雄一�会員（3回目）　　田守　由宗�会員（2回目）
大野　清徳�会員（1回目）　　猿川　陽介�会員（1回目）

�・米山記念奨学委員会	 倉野　　賢	委員長
　2名の方に米山功労者の表彰状が届いて
おります。小沢会長より表彰状をお受け取
り下さい。
山崎　育子�会員（第5回マルチプル）
工藤　大輔�会員（第2回マルチプル）

・ニコニコ献金	 親睦活動委員会
橋枝　篤志 会員
　一身上の都合により12月をもって退会させて頂く事になりまし
た。丸11年と6ヶ月間、大変お世話になりありがとうございました。
木村　尚志 会員
　本日初めて卓話をさせて頂きます。この様な場は苦手ですが、頑
張りますので、よろしくお願いいたします。
南部　謙治 会員
　本日、卓話を担当させていただきます。
奥田　　潔 会員
　帯広畜産大学と北海道大学の共同獣医学課程が欧州獣医学教育
の認証を得ることができました。
工藤　　稔 会員
　皆様のおかげでなんとか年末家族会を無事に、終わる事が出来ま
した。ありがとうございました。
酒井　敬司 会員
　年末家族会にてジャンケン大会でJRタワーホテル日航ペア宿泊
券が当たりました。ありがとうございました。
髙橋　久志 会員
　家族例会で高級なドライヤーが奥様に当り感激しておりました。
ロータリーに少しは理解してもらいました。ありがとうございまし
た。
中島　一晃 会員
　先週の例会でケルヒャーの高圧洗浄機が当りました。春になり暖
かくなったら大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。
國枝　千秋 会員
　年末家族会で一番ほしかった賞品をいただきました。設計業界の
交流会も二番でビンゴ！運をつかいはたしましたが最後は年末ジ
ャンボをねらいます。皆様よいお年をおむかえ下さい。
小沢　昌博 会員
　本年、皆様大変お世話になりました。又、先週は親睦活動委員の皆
様おつかれ様でした。
・前期終了御礼
小沢　昌博�会長
小白　智志�副会長
工藤　大輔�副会長
長澤　秀行�会長エレクト
飛岡　　抗�幹事
川上　義史�会計
五十嵐聖二�会場監督
和田　賢二�直前会長
村松　一樹�クラブ管理理事
大野　清徳�クラブ広報・会員組織理事
栂安　雅満�ロータリー財団・奨学理事
中島　一晃�奉仕プロジェクト理事
仁木　宏一�出席委員会�委員長
工藤　　稔�親睦活動委員会�委員長
小田　　剛�プログラム委員会�委員長
河村　知明�広報委員会�委員長
高原　　淳�ロータリー情報・記念保存委員会�委員長
及川ゆかり�ロータリー財団委員会�委員長
倉野　　賢�米山記念奨学委員会�委員長
櫻井　博一�職業奉仕委員会�委員長
小林　光樹�社会奉仕委員会�委員長
渡辺喜代美�青少年育成委員会�委員長
合田　倫佳�国際奉仕委員会�委員長
・出席報告	 出席委員会
12/18例会の報告　会員総数93名　内免除会員3名　出席者数51名
11月の平均出席率は76.2%でした。

■次週のプログラム予定
令和2年1月8日（水）「新年交礼会」� （親睦活動委員会）
　　　　　　　　　安全祈願祭　17：30〜
　　　　　　　　　例　会　　　18：00〜

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
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