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「グレート・リセット 未来へ！」 会

方針

イマジン

2022−23年度国際ロータリーのテーマ

■会長報告

小倉
豊 副会長
今日は竹川会長が札幌での仕事でお休み
ですので、変わりまして会長報告申し上げ
ます。
先日の日曜日には家族野遊会が大変盛大
に行われました。梶野委員長をはじめ親睦
活動委員会の皆様、林社長をはじめ「そら」のスタッフの皆
様のお世話の御陰で、会員と家族の皆様の心に残る家族野
遊会となりました。感謝申し上げます。
竹川会長年度も3カ月が経過し、役員の方々と委員長の皆
様意欲的に事業に取り組んでいます。会員皆様のご協力に
感謝申し上げます。本日は、生産現場の人間なので、その中
のお話をさせて頂きます。
十勝の農業生産は毎年記録を更新しており、昨年は4,000
億円を売り上げ、記録を更新しています。
十勝の経済は1次産業生産のみでなく、付加価値向上のた
め、加工分野に挑戦しています。
既に乳業メーカー・砂糖会社・デンブン工場・ポテトの加
工のカルビー・冷凍工場等、十勝の生産性と品質の高さを素
に付加価値の向上にJA初め連合会、各メーカー総力で取り
組んでいます。
北海道農業と十勝はスクラムを組み、組織を上げて農業
生産向上に取り組んでいます。
しかし、昨今の世界の食料状況を見ると、食料不足で苦し
んでいる人々が大勢います。今後、世界は食料不足が大きな
問題になります。
地球温暖化が異常気象を生み出し、地球の温度が1度上が
ると小麦・大豆・トウモロコシは5%減産となります。さらに
は人口の問題があります。現在の世界人口は75億4千万人で
す。私の生まれた1949年には25億人でした。当時より50億
人増えています。今も1年に1億人ずつ増え続けていて、30
年後には100億人を軽く超す計算になります。
そうなることで世界の食糧難は深刻な問題に直面してい
きます。現在も年間8億3千万人の方が餓死していて、食べ物
を口に入れる事が出来ない方が9人に1人いる訳ですから。
食べ物の大切さをロータリーの仲間の皆様にも新たに、
機会あるごとに考えて頂けるよう、今日はワンポイントで
すが、食の大切なことを皆で考えて頂ければと思い問題提
起させて頂きました。
以上をもって会長報告とさせていただきます。
■会務報告
櫻井 博一 幹事
①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。
②帯広南RC、移動例会開催のご案内
日 時 9月26日（月）午前11時
場 所 友好の森（帯広の森内）

長

竹川博之

ロータリー

③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
④RI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㈯）》
大雪山カントリークラブ
記念親睦ゴルフ大会 8：00〜
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
■委員会報告
・新会員紹介

かなやま

としひさ

金山 紀久 君紹介
推薦者：
長澤 秀行 会員
和田 賢二 会員

（会員増強委員会）

なべた

たいき

鍋田 大樹 君紹介
推薦者：
讃岐 武史 会員
小田切義憲 会員

・ニコニコ献金
（親睦活動委員会）
梶野宗一郎 会員
9月18日に行われました、親睦家族野遊会には、64名の多
くのご参加を頂き、皆さまの御協力のもと、無事に事故も怪
我もなく終わることが出来ました。ありがとうございまし
た。つぎは、12月の年末家族会に向けて、また委員会メンバ
ーは一致団結して、楽しく皆さまをおもてなしできるよう
に企画していきたいと思います。本当にありがとうござい
ました。

飛岡

抗 会員

り入れるもの」
「廃止するもの」
などに分類す
るとともに、
各委員会による実施プログラム

親睦委員会の梶野委員長はじめ皆様家族野遊会ご苦労様
でした。今回バスの中では、ビンゴ大会3等が当たったり、チ

を評価・分析し、100周年に向けて
「グレー

ーム知徳では、見事総合優勝でした。楽しい親睦ありがとう

トリセット」
を進めたいと考えています。
本日は、委員長の私、小白智志副委員長、

ございました。また、妻も喜んでいました。

合田倫佳副委員長の3人で進行し、委員会メ
小沢

昌博 会員

ンバーの奥原宏会員、和田賢二会員、小沢昌
博会員、工藤大輔会員にもコメントをいた

親睦委員会の皆様、家族野遊会ありがとうございました。

だくこととしました。

チーム賞いただきました。

検討事項については、歴史と伝統に関するもの（理事会、
合田

倫佳 会員

例会、寄付活動、地域貢献、世界貢献などの在り方、周年事業

野遊会の行きのバスの中でビンゴ大会1番上がりでした。

の計画、友好クラブの対応、歴代会長会の位置づけなど）、ク
ラブ強靭化に関するもの（会員増強、親睦活動、出席義務、雑

長澤

秀行 会員

誌購入、歴代会長の関わり方など）、人材育成に関するもの
（委員長・副委員長、理事・役員、会長、ガバナー補佐、地区役

・本日、例会を担当させていただきます。
・金山

紀久さんの入会をご承認いただき、ありがとうござ

員、ガバナーなど）などの大きな課題がありますが、本日は、
個別事項の（1）から（5）について、今後、皆さんで話し合うた

います。

めの情報提供を行いました。
和田

賢二 会員

（1）例会出席時の服装について（自由、仕事着でも可、ジャ

金山さんの入会をご承認頂きまして、ありがとうござい

ケット着用、ネクタイ着用など）
（2）ロータリーバッチの着用について（必須、忘れた場合は

ます。

例会場で購入、忘れた場合はニコニコ献金？）
金山

紀久 会員

（3）年会費の改定について（現在の会費に至る経緯を踏ま

歴史と伝統のある帯広ロータリークラブの入会を御承認
いただき感謝いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

えて検討すべき）
（4）新クラブ創設について（ローターアクトクラブ、OBク
ラブなど）

小田切義憲 会員

（5）時間厳守について（SAA作成のプログラムに従った例

日本旅行帯広支店

鍋田支店長を本日御紹介させて頂き

会運営、それぞれの担当時間を厳守する、終了時間は守
る）などが話し合われました。

ます。

他にも、ニコニコ献金の経理、出席義務、新入会員への事
鍋田

大樹 会員

前説明、会員卓話の内容、夜間例会の内容
（特に、
お酒の提供

今年1月に旭川より転勤してまいりました。初めての帯広

がない場合）
、会長報告と会長挨拶の違いについて、会長選

ですが歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会でき

考方法
（指名委員会の役割、
副会長との関係）
など多岐にわた

大変光栄です。何卒宜しくお願い申し上げます。

りますが、
今回は予定時間の13時20分で終了となりました。

・結婚記念日祝（9月）

く、元気のいい」帯広クラブへのグレートリセットを提案し

今後、会員皆さんとの意見交換を踏まえ、
「 明るく、楽し
高原

淳 会員

津山

ていきますので、ご協力よろしくお願いいたします。

博恒 会員

・誕生記念日祝（9月）

■出席報告

山本

会員総数：89名（内

免除会員3名）

出席者数：55名（内

免除会員0名

温仁 会員

■プログラム

（プログラム委員会）

中長期ビジョン委員会について

委員長

長澤

（出席委員会）
内Zoom参加者4名）

本日の出席率：64.0%

秀行

本委員会は、竹川会長の意向により、クラ

■次週プログラム予定

ブ活動の総点検を行うことを目的に、特別

9月28日（水）「休会」

委員会として設置されました。帯広ロータ

10月5日（水）「異国に生きる〜ナダさんへの

リークラブの「歴史と伝統」について考え、
「継続するもの」
「 改変するもの」
「 新たに取

↑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。

インタビューを交えて〜」
（米山記念奨学委員会）

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 / 千葉 直樹・副委員長 / 五十嵐聖二・玉木 健
委 員 / 内木 敬典・荒井 純一・成田 浩之
●ホームページアドレス http://www.obihiro-rc.jp

