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第1838回例会
平成21年12月10日

例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

2009,December

■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ 12

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　今年の例会も残りあと2回となりましたが今日は久々の昼
間の移動例会です。私的にはもっともっと移動例会があって
もいいなと思っています。
　来年は大変忙しいですが各委員長さん移動例会で変化をつ
けていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
　今日は政権交代で非常に忙しいところJICA帯広の所長でお
られます新井明男様からお話を伺うわけですけども、発展途
上国の人づくりや技術援助など、ロータリーが活動していま
す、交換留学生の援助・マッチンググラウンド・GSEなど活
動が似ている部分があるなと日ごろから思っていましたが、
会員の皆様にはJICA帯広の活動を今以上に認識していただい
て、西ロータリーが何かお手伝いが出来ないだろうか、今日
をきっかけにして奥理事を中心に考えていただけたら良いな
と思っています。
　今日は時間があまりありませんので、あと理事会の報告を
させていただきます。
　非常に残念ではありますが太田万也会員の退会を承認させ
ていただきました。
　以上で会長報告とさせていただきます。
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エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

会長　  深澤　知博

■今月の主な行事
誕生・結婚祝　年次総会

夜間例会　年末家族会

年末例会　年越しそば例会

※休会（年末）
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■出席状況報告
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点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 萱場誠一副SAA
ゲスト紹介	 深澤知博会長

国際協力機構・JICA帯広国際センター
所長　新井明男様

会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①各クラブ年末家族会（夜間例会）
　開催のお知らせ
　帯広北ロータリークラブ
　　日　時　12月11日（金）午後6時
　　場　所　インザスイート
　帯広南ロータリークラブ
　　日　時　12月13日（日）午後5時
　　場　所　北海道ホテル
　　※尚、12月14日（月）の繰上げ例会と致します。
　帯広東ロータリークラブ
　　日　時　12月15日（火）午後6時30分
　　場　所　東急イン
　帯広ロータリークラブ
　　日　時　12月16日（水）午後6時
　　場　所　北海道ホテル
　帯広西ロータリークラブ
　　日　時　12月17日（木）午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②�帯広RC、12月23日（水）は祝日のため休会といたし
ます。
　帯広東RC、12月29日（火）は休会と致します。
　帯広RC、12月30日（水）は休会と致します。
　帯広西RC、12月31日（木）は休会と致します。
③帯広西RC、新年交礼会（夜間例会）開催のお知らせ
　　日　時　平成22年1月7日（木）午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル

委員会報告	 （各委員会）

出席報告	 出席委員会

プログラム	 国際奉仕委員会

「十勝・帯広での国際協力、
途上国援助の概要と今後の課題」

　本日は、普段のホテルの例会とは違って、久しぶ
りの昼間の移動例会でございますが、寒い中、大勢
の方にお集まりいただきまして、まことに有難うご
ざいました。JICA帯広が出来たばかりのころ一度移
動例会を開催したことがあるようですが、これで2度
目の移動例会ということになります。
　当西ロータリークラブの国際奉仕活動ということ
になりますと、モンゴルの子供たちの就学支援や地
区マッチンググラントを通してのインドネシアへの
協力、又は米山奨学生やGSEの受け入れ、RIを通して
のポリオ撲滅など多くの事を行っています。
　しかしながら、国際奉仕を行うにあたっての問題
点として、我々の目の届かないところで、その場所
でどういったことが必要とされているかが、なかな
か分からないと言うことだろうと思います。そういっ
たことで、本日は国際経験の豊富な国際協力機構
JICA帯広所長の新井明男様に｢十勝・帯広での国際協

力、途上国援助の概要と今後の課題｣と題しましてお
話をお伺いし、これからの私たちの国際奉仕の一助
とさせていただければと思います。ここで、新井所
長様の経歴を申し上げますと。
　福岡県飯塚市出身の57歳。1975年にJICAへ入団さ
れ、これまで、途上国援助の業務を担当し、保健医療・
教育分野・産業育成などのプロジェクトに携わってこ
られました。2007年4月より現職となっております
が、この間1986−89年ネパール、1997-2000年中国、
2004−2007バングラデシュへ海外勤務されたり、通
産省へ出向されたり、東北大学医学部・聖マリア短期
大学などの講師をされたりと活躍をされております。
　また、本日は、帯広市森の交流館よりお見えになっ
ておりますので、少々お時間を頂いて、帯広に来ら
れているJICA研修員のホストファミリー募集のお願
いお話をお聞きすることにもなっております。それ
では新井様よろしくお願いいたします。

国際協力機構・JICA帯広国際センター
　JICA帯広国際センター所長の新井
明男です。本日は当センターにおい
でいただきまして有難う御座いま
す。JICA帯広では、当初より地域の
皆さんの暖かいご協力、ご支援を頂いております。
　このたびの事業仕訳によりJICA帯広も見直しの対
象となっておりますが、只今、上層部に必要性を上
申しております。皆様に育てられ又､市民が誇りを
もって国際協力に参加して頂いているJICA帯広を是
非存続させたいと思っています。私たちは、日本と
開発途上国の人々を結ぶ掛け橋として、互いの知識
や経験を生かした協力をすすめ、平和で豊かな世界
の実現をめざしております。
　情熱を持って、誇りを持って、日本の人々と、世
界の人々と、未来のために…。
　本日はおいでいただき有難う御座いました。
	 	
とかち国際交流ボランティアについての
活動報告とお願い
	 	 森の交流館・十勝　増子館長

ゲストへお礼の挨拶	 大友広明副会長
閉会宣言	 萱場誠一副SAA
点鐘	 深澤知博会長

12月はRI指定の「家族月間」です。
理事会
　・RI2500地区オンツウ・モントリオール委員会より2010
　　年6月20日から23日に、カナダのモントリオールで開催
　　されますRI国際大会の日通旅行で企画した特別コース
　　の案内が届きました。
　　参加を希望される会員は、幹事山本まで問い合わせて
　　頂きますようお願い致します。

　次週プログラム予定
　12月17日（木）  夜間例会　（親睦活動委員会）
　　　　　　　　「年末家族会」

お	知	ら	せ

奥　敏則委員長

渡辺省一委員長

所長	新井明男様


