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方針

第3751回例会

2022−23年度国際ロータリーのテーマ

令和４年９月７日
■会長報告

竹川 博之 会長
コロナ禍のなか、お集まり頂き有難うございま
す。2点報告させていただきます。
まず、1点目です。本年12月の総会に上程すべき
議案として、次々年度の会長の承認がございます。
それに向けて、選考委員会の設立につき、先程の理
事会で承認を頂きました。委員長には、長澤元会長
に就任頂いております。しかるべき人物を選考頂き、総会にて審議
頂きたいと考えます。
次に2点目です。月が変わり、9月になりました。朝・晩は涼しいの
ですが、昼間は暑い日が続き、気温の日較差が厳しく、体調管理が難
しい季節に入りました。メンバーの方々におかれましては、体調の
維持管理の程、よろしくお願い申し上げます。
さて、今月は基本的教育と識字率向上月間です。世界には子供た
ちが基本的な教育を受けられず、成人が十分に読み書きできない国
や地域があります。そうした地域で基本的教育を提供し、識字率を
上げれば、そのほかの諸問題の解決（貧困の削減・健康状態の改善・
地域社会と経済の発展・平和構築など）の糸口をつかむことができ
ます。
「基本的教育と識字率向上」は、ロータリーの6つの重点分野の
一つとなっています。
具体的には、
「世界で5,800万人の子供が学校に通っていない。」
「7
億8,100万人の成人が読み書きできない。」という現状に対し、ロー
タリーはすべての子供のための教育を改善し、子供と成人の識字率
を高めるための活動と研修を支援しています。
具体的には「ロータリー財団」からの資金援助にて、
①教育支援として、地域社会の力を高めるプログラムの支援
②成人の識字率向上の各種支援
③教育の男女格差をなくすための活動の支援
④教育支援を担う人々に対する奨学金支援
を実施しています。
我々は、生まれる時期と場所を選ぶことはできません。平和で、教
育を当たり前のように受けられる日本で生まれ育っていることに
感謝したいと思います。
ロータリー財団への寄付、よろしくお願い致します。
以上で会長報告を終わります。

・RI第2500地区

米山記念奨学生 ナダ・アラヤスクン様
こんにちは、私はナダです。私の米山奨学期間を
支えてくださり、ありがとうございました。
これからも研究のため帯広にいますので、もし私
を見かけたら声をかけてください!ありがとうござ
いました。

■プログラム 「新会員卓話」
・林
淳也 会員

（プログラム委員会）

イマジン

・工藤会員

長

竹川博之

ロータリー

感謝状を受けてのご挨拶
2020年の家族野遊会で当時の長澤会長からカウ
ンセラーを依頼され、お酒の勢い（！）で受けてしま
いました。ナダさんの奨学期間は2020年10月から
の2年間ということでしたが、コロナ感染状況が今
以上に不透明だったこともあり、2ヶ月遅れで入国、
翌年1月から帯広クラブでお世話することになりま
した。思うように交流できませんでしたが、奨学期間終了後も帯広
畜産大学にて研究を続け帯広にいますのでこれからもよろしくお
願い致します。
■会務報告
櫻井 博一 幹事
①帯広西RC、家族野遊会開催のご案内
日 時 9月11日（日）午前10時
場 所 おびひろ動物園他
※尚、9月8日（木）の繰り下げ例会と致します。
②帯広東RC、移動例会開催のご案内
日 時 9月13日（火）午後0時30分
場 所 大和雑穀㈱芽室工場
③帯広RC、家族野遊会開催のご案内
日 時 9月18日（日）午前10時（9：40受付開始）
場 所 グランピングリゾート フェーリエンドルフ
バ ス 9：00
「ホテル日航ノースランド帯広」集合（乗車される会員）
※尚、9月14日（水）の繰り下げ例会と致します。
④帯広南RC、9月19日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
帯広北RC、9月23日（金）の例会は、祝日のため休会と致します。
帯広RC、9月28日（水）の例会は、休会と致します。
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 9月29日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
⑥RI第2500地区大会（旭川）開催のご案内
日 程 10月8日（土）〜10月9日（日）
場 所 旭川市民文化会館 他 ※詳細別紙参照
《大会1日目（8日㈯）》
記念親睦ゴルフ大会
8：00〜
大雪山カントリークラブ
会員研修セミナー
（3年未満・女性会員） 13：00〜
アートホテル旭川
《大会2日目（9日㈰）》
登録受付
9：00〜
旭川市民文化会館
本会議（午前の部）
10：00〜12：00
〃
本会議（午後の部）
13：00〜16：20
〃
大会記念大懇親会
17：30〜19：00 アートホテル旭川他
※登録料：14,000円、
記念親睦ゴルフ：5,000円、
会員研修セミナー：
3,000円

・鈴木

正信 会員

・松岡 準志 会員
時間の都合により次回以降の例会にて卓話頂きます。
■委員会報告
・親睦活動委員会 北垣 会員
皆さん、いよいよ9月18日
（日）の家族野遊会が迫ってまいりまし
た。
本日、
親睦活動委員会で家族野遊会の開催地である中札内フェリ
ーエンドルフで当日の段取り等の確認に行きました。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、東京ドーム25個分の広
い森林エリアで空気もおいしく、
時間のゆったり流れる空間でした。
仲間のとの交流を楽しみながら、
コロナ疲れにある皆さんのリフレ
ッシュの場になること請け合いです。
当日はA〜Eまでの企画を用意しております。Aはドイツ仕込みの
パン作り体験を楽しんでいただけます。Bは7月オープンのスパリゾ
ートで、
福井ホテルに出る源泉を持ち込んだ本格派温泉をお楽しみ
いただけます。C、
Dはゲームを楽しみながらの散策コースで、最後
に新鮮な野菜や卵を取って、
そのままバーベキューで楽しむことも
できます。
皆さんで楽しむバーベキューは量より質にこだわった内容で食通
の皆さんも満足いただけると期待しております。
大人から子供まで楽しめるゲームや企画も多数用意しております
ので、
体調にはくれずれも留意いただき、
奮って参加いただければと
思います。
（現時点で57名参加申し込み済みですが、
このあと何人か追
加も予定されており、
当日は60名程度の参加が見込まれております。
）

りがとうございます。
お陰様で家族で天に送ることができました。
林
淳也 会員
本日 卓話をさせて頂きます。
鈴木 正信 会員
新会員卓話の機会を設けて頂きありがとうございます。
松岡 準志 会員
本日、
新会員卓話をさせて頂きます。
・結婚記念日祝
（9月）
栂安 雅満 会員
髙橋 常夫 会員
工藤 大輔 会員

小水 基弘 会員

・誕生記念日祝
（9月）
讃岐 武史 会員
飛岡
吉岡
央 会員

林

抗 会員

淳也 会員

・社会奉仕委員会 池田 会員
本日、青森県大雨災害支援金として、40,000円の募金をいただき
ました。
ご協力いただいた皆さま、
ありがとうございました。
・ニコニコ献金
（親睦活動委員会）
村松 一樹 会員
弊社
（帯広日産自動車）
ドーム店内に
「ロケットひろば」
を開設しま
した。
十勝の経済基盤のひとつの柱になっていく宇宙ビジネスに微
力ながら貢献します。将来を担う子供達がロケット技術に触れ合う
場になればと思います。
飛岡
抗 会員
青少年育成委員会委員長飛岡です。8月28日
（日）
ローターアクト
クラブ主催第25回12時間チャリティーソフトボール大会へ小雨の
中、
竹川会長はじめ沢山の役員・会員皆様参加頂きありがとうござい
ました。
委員長不在ですいません、
貴戸副委員長ピンチヒッターあり
がとうございました。
感謝のニコニコ献金です。
池田 健太 会員
社会奉仕委員長の池田です。青森県災害支援金にご協力いただ
き、
ありがとうございました。
和田 賢二 会員
会葬御礼、
先日の義父アクラ山本正之
（ヤマモトマサユキ）
の葬儀
に際しまして、
お通夜の祈りと葬送式にご会葬・献花を頂きましてあ

↑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。

■出席報告
（出席委員会）
8月31日例会分
会員総数：87名
（内 免除会員3名）
出席者数：52名
（内 免除会員5名 内 Zoom参加者5名）
本日の出席率：61.9%
■9月のプログラム予定
（プログラム委員会）
9月18日
（日）「家族野遊会」 フェーリエンドルフ
※9月14日
（水）
の繰下げ例会
9月21日
（水）「中長期ビジョン委員会」
9月28日
（水）「休会」
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