
地域を育み、大陸をつなぐ

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

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!
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■会長報告
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　みなさん、こんにちは。鈴木会長が所用のため欠席とい
うことで、私が代わって会長報告を致します。
　先ずは日曜日の家族野遊会、お疲れ様でした。また親睦
委員会の方々、ご苦労様でした。天候が程良い感じで楽し
い一日でした。ありがとうございます。
　毎日暑い日が続きます。私事ですが、夏風邪をこじらせ
て大変なことになり、病院はお休みする、６月まで当クラブにいた中島久司
さんのゴルフコンペに出られない、散々でした。みなさんも熱中症対策は十
二分に気を付けて下さい。
　それにしてもこの暑さ、十勝は農業の国ですが、農作物への影響はどうな
のでしょうか。葉物には被害が出始めていると聞きます。
　ところで、みなさんは日本の食料自給率がどの位か知ってらっしゃいます
か？約40％です。北海道は知ってらっしゃいますか？約200％です。では十
勝はどうでしょうか？十勝支庁のデータで1,100％だそうです。町村別では最
も高いのが
　　　更別村 6,428％　士幌町 4,427％　中札内村 3,913％
　　　豊頃町 3,286％　鹿追町 3,200％　最低は帯広市で 283％
その様な十勝の恵で作られている「中札内のドレッシング百鬼」を地区大会
のお土産に決定させていただきました。しかも金額も大友会員の口利きで
400円と破格の金額で決定させていただきました。
　現在、柴田ガバナーの公式訪問の随行者として行かれている方は、道中の
お車の運転、お気を付けて下さい。私もと思いましたが私には声がかかりま
せん。柴田さんに嫌われているのか、運転が心許ないと思われているせい
か、私には声がかかりません。せめてもの罪滅ぼしに、私は実行委員会で登
録部会に所属していますが、ネームプレート作成のための1,301名のデータ入
れを行いました。また以前に当クラブに所属していた帯広信金の増田理事長
さんにお願いし、ポケットティシュ1,500個いただきました。これに関しては
ガバナー事務局の方から礼状を出していただけるとありがたい所です。
　15日頃にネームプレート作成、28日頃にはお土産の袋詰めを予定していま
す。一人でも多くの方のご協力、宜しくお願いします。
　地区大会まで後、残り丁度３週間、ここが一番大切なのですが、仲良く楽
しく、心に残る地区大会にしたいものです。以上で会長報告を終わります。
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■今月の主な行事
家族野遊会（9/2繰下げ）
結婚・誕生祝

祝日例会（秋分の日）
夜間移動例会  地区大会決起集会

9月 5日
9日
16日
23日
30日

7／1
1863回

63名

57名

48名

7名

91.6％

■出席状況報告
月／日
例 　 会

会員総数

ホームクラブ出席

メークアップ

出 席 率

月 平 均

出席計算に
用いた会員数

7／15
1865回

63名

57名

41名

12名

88.3％

7／22
1866回

64名

58名

48名

7名

90.1％

7／8
1864回

63名

57名

43名

13名

91.8％

7／29
1867回

64名

58名

47名

11名

92.0％

90.7％



点鐘	 斉藤憲生副会長
開会宣言	 江口文隆副SAA
国歌斉唱
たいまつ宣言唱和
ロータリーソング（奉仕の理想）
ゲスト紹介	 斉藤憲生副会長

帯広ローターアクトクラブ
副会長　稗貫　由伊 様
副幹事　増田さやか 様

米山記念奨学生
アメリア・チャイナ・サラス 様

（会食）
9月結婚祝	 親睦活動委員会		北川勝啓副委員長

細川　周作会員　1961年9月13日
酒井　忠之会員　1963年9月21日
尾藤　輝幸会員　1967年9月20日
金尾　　剛会員　1971年9月26日
土肥　孝紀会員　1973年9月29日
佐々木和彦会員　1988年9月22日
久保　且佳会員　1989年9月15日
太田　　豊会員　1990年9月22日
八代　信弘会員　1993年9月 3日

9月誕生祝
尾藤　輝幸会員　1942年9月10日
石原　英樹会員　1956年9月 7日
高田　晃一会員　1958年9月 3日
柳沢　一元会員　1959年9月26日
久保　且佳会員　1961年9月 7日
河西　智子会員　1964年9月18日

バースデーソング
乾杯	 山本範之会員
（会食）
会長報告	 斉藤憲生副会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広南RC、9月20日（月）は祝日のため休会
②帯広西RC、9月23日（木）は祝日のため休会
③帯広北RC、家族野遊会 ※9月24日（金）の繰上例会

　　日　時　9月23日（木） 午前9時30分
　　場　所　焼肉ガーデンまくべつ
④帯広南RC、夜間例会（帯広RAC合同例会）
　　日　時　9月27日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑤帯広東RC、夜間例会
　　日　時　9月28日（火） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
⑥ロータリーレート1$＝86円
⑦定例理事会本日例会終了後

地区大会実行委員会	地区大会副幹事　深澤知博

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　曽我　雄会員
斉藤　憲生会員　初めて点鐘致しました。緊張

致しました。
古田　敦則会員　家族野遊会佐々木委員長を初

め親睦委員会の方々ありがと
うございました。

古田　敦則会員　9／5〜7ガバナー公式訪問に
同行いたしました。クラブの
多くの方々にもご協力いただ
きありがとうございます。

佐々木和彦会員　先月の家族野遊会、多くの方
の出席をいただきましてあり
がとうございました。

柳沢　一元会員　5月のラグビーの試合でケガ
無く終われました、堀先生の
お世話にならなくて良かった
です。

堂山　啓太会員　このたび今度東京海上で全国
表彰を受けました。

出席報告	 出席委員会　横田幸宏委員長

プログラム	 新世代委員会　上垣香世子委員長

今年度の活動計画

ロータリーアクト
	

　今年度、副会長を務めさせていただきます稗
貫です。本日はよろしくお願い致します。
　まずはじめに、先日は西RC様、家族野遊会に
お招きいただき、誠にありがとうございます。3
名という少ない出席ではありましたが、ロータ
リークラブの皆様とローターアクト会員が直接
交流出来る場というのはあまり無い機会ですの
で、とても楽しく、また、少しでも繋がりが増
えるという事は、大変うれしい事だなと感じて
おります。この場をお借りしてお礼申し上げま
す。誠にありがとうございました。今後もこの
様な機会が増えるといいなと個人的には感じて
おります。
　さて、本日は貴重なお時間をいただきまして
誠にありがとうございます。限られた時間では

副会長		稗貫由伊様 副幹事		増田さやか様



ございますが、私共 RACの活動を中心にお話さ
せていただきたいと思います。宜しくお願い致
します。
　まずは簡単な自己紹介をさせていただきます。
　今年度副会長を務めさせていただいておりま
す、稗貫由伊です。

〜自己紹介〜

　今年度副幹事を務めさせていただいておりま
す、増田さやかです。

〜自己紹介〜

　本日、仕事の都合上、会長はじめ他の役員は
欠席させていただいております事をお詫び申し
上げます。
　さて、ロータリークラブの皆様の中には、ロー
ターアクトって何をやっているんだろう？そん
な風に疑問を感じておられる方もいるのかな…
と思います。近年ではロータリークラブとロー
ターアクトクラブの合同例会や、先日行われま
した家族野遊会のようなロータリークラブの例
会への参加をきっかけに、少しずつ交流も増え、
相互理解にも繋がっているのかな？という風に
感じております。だからこそ、こういった交流
をきっかけに、ローターアクトクラブの活動を
少しでも知っていただければと思っております。
　まずは、今年度の活動予定をお話させていた
だきます。
　今年度のクラブテーマを「意気衝天」と掲げさ
せていただきました。直訳すると元気や意気込
みが天を衝くように盛んな状態の事をいいます。
今年度で卒業を迎える会員も多く、帯広RACと
しては転機の時期なのかなと感じております。
残る会員は、先輩から多くを学び、先輩達は多
くを伝え残す…そのような繋がりを強めながら
役員を中心に会を盛り上げていきたいなと考え
ております。また、そんな中で、今年度で卒業
を迎える会員が安心して卒業できるよう、ロー
ターアクトの活動に対する意気込みを強め、会
としてまとまっていく事を目標に活動して参り
たいと思っております。
　また、今年度はロータリークラブの皆様や地
域の皆様との交流をもっと深めていけたらと考
えております。地域イベントへの参加やボラン
ティア活動の実施など、どんどん外へと発信し
様々な機関との繋がりを深めていきたいと考え
ております。
　お手元にございます「活動計画書」をご覧くだ
さい。
　こちらが、今年度行う例会を中心とした活動
計画書となります。わたくしの説明だけでは物

足りない部分もあるかと思いますので、活動写
真を交えながら、説明させていただきます。
　帯広RACには3大イベントと呼んでいる、例年
行っている3つの例会や行事がございます。会員
の出席率も高く、2500地区内の様々なクラブが
参加して下さるイベントでもあります。
①いかだ下り
　まず、地域の行事であります「十勝川いかだ下
り」への参加です。昨年と今年2年連続で雨の影
響から中止となってしまい、参加者も年々減少
している傾向にあるそうです。年度初めという
事もあり、会員間の親睦をはかる事はもちろん
ですが、十勝最大級の夏のイベントを盛り上げ
る事も目的としています。
②ソフト
　こちらは、今年8月中旬に行いました「12時間
リサイクルふれあいソフトボール大会」です。
ローターアクト対地域の方を対象に合計9試合
を行い、参加費としてエコキャップ、リングプル、
使用済みテレカなどを回収しております。今年
度はリングプル10,170g、エコキャップ37,830g、
古切手495gが集まりました！
　こういった回収ボランティアは年間を通して
行っており、年度末に対象機関へお送りしてお
ります。
　例えば、使用済切手。こちらは5万枚、約10
キロで1万2千円に換金されます。植樹活動や養
護施設の建設維持資金などに活用されているよ
うです。
③氷まつり
　最後に「氷まつり」への参加です。こちらも地
域行事への参加で、イベントを盛り上げる事が
目的になっております。昨年はインフルエンザ
の大流行があったので、うがいを促す、イソジ
ンのカバくんを作りました。十勝支庁長賞とい
う3位の賞をいただき、お子さんによろこんでい
ただける作品となりました。
　地域行事への参加は、個人での参加はなかな
か難しい部分があるかと思います。行事への参
加だけではなく、ボランティア活動やアピール
活動など、ローターアクトという会に所属して
いるからこそ出来る経験はたくさんあります。
ロータリークラブの皆様に支援を受け、現在ま
でこのように充実した活動をさせていただいて
おります。
　また、今年度は、こういった3大イベントの他
に、フリーマーケットの開催を予定しております。
　お手元の資料「フリマでエエコとしよう」と書
かれた資料をご覧ください。



　エコロジー活動の一環、リユース、リデュース、
リサイクルを目的として、フリーマーケットを
開催し、売上金は全額地域の対象機関へ寄付す
る予定です。
　そこで、ロータリークラブの皆様にお願いが
ございます。皆様のご自宅にある、いらなくなっ
た物、捨てるに捨てれない物を、フリーマーケッ
トの商品として回収させていただきたいと考え
ております。フリーマーケットの開催は来年5月
とまだ先ですので、すぐに！というお話ではご
ざいませんが、対象となる物がありましたら、
ぜひ社会奉仕委員長竹内や幹事澤田など、ロー
ターアクトクラブの会員に声をかけていただけ
ればと思います。回収は随時担当の物が行いま
す。皆さまのご協力お願い申し上げます！！！
　個人ではなく「会」となった時に、私達に出来
る事を考え、それぞれが経験をつみ、知識をた
くわえ、様々な方との繋がりを持つ。こういっ
た素晴らしい活動をさせていただいている事に、
改めて感謝致します。
　さて、このように活動を行っている私達です
が、現在は24名で活動を行っております。しか
し先ほどもお話したとおり、今年度で卒業を迎
える会員も多く、会員数は減少傾向にあります。

＜スライドを使いながら…＞

・ まず、現在24名いる会員ですが、うち19名が
ロータリークラブよりご推薦をいただいき、
入会している会員です。ご覧のとおり、南ク
ラブからの推薦が多く所属しております。

・ そして、今後の退会予定者の推移です。6月
末時点で
30歳を迎
える会員
は卒業と
なります
ので、年
齢退会と
なる会員
の人数を
表してい
ます。今年度は7名という大変多い人数が卒
業する事になります。その翌年も5名なの
で、この2年で、現在いる会員の半数は卒業
してしまう事になります。

・ 次に、退会する予定の会員を基に、会員数の
推移を示した表です。現在ローターアクトの
役員は、会長をはじめとする四役、4つの委
員会の委員長副委員長、会計など全部で16の
役職がございます。役職の兼任をしない事を

前提とするなら、最低16名、しかし引継ぎ等
を考慮すると最低20名の会員を確保したい現
状がございます。

　本日、入会申込書・ローターアクトクラブの
パンフレットをお配りしております。皆様の会
社にいる18歳から30歳までの職員の方、お知り
合いの方でも構いません。ご紹介いただける方
がいましたら、ご連絡いただければと思います。
　また、今年度は会員増強活動の一環として、
9／16に「みんな集まれ！！」と題して例会を行い
ます。
　お手元の「みんな集まれ！！」と書かれた資料を
ご覧ください。
　先日の家族野遊会でも呼びかけさせていただ
きましたが、十勝にいる若い世代の異業種交流
を目的とし、ゆくゆくはローターアクト会員へ
と繋がる事を期待して例会を行います。
　ボウリングと食事会を通し、交流を深める予
定です。また、誠に勝手ながら、ボウリングで
の順位によってお配りする予定の景品をロータ
リークラブの皆様へ提供をお願いしております。
　こちらの例会へ対象年齢となる方をお誘いい
ただければと思います。すぐに入会！！なんて話
にはなりませんので、よろしければ異業種交流
の一環として、ご紹介いただければ幸いに思い
ます。
　本日は、貴重なお時間をいただいた中、沢山
のお願いをしてしまい、誠に恐縮でございます。
しかし、このローターアクトクラブに入ったか
らこそ出来る経験や繋がり、個人ではなく「会」
として出来る事の幅の広さを感じる充実感や達
成感、これは何にも変えられない財産になると、
私自身は感じております。
　ローターアクトクラブに入って良かった！そ
う思える会員がひとりでも多く増えるよう、ま
た、ローターアクトクラブに入会させて良かっ
た！と思えるロータリアンがひとりでも増える
よう、今後の活動にまい進していきたいと思い
ます。
　ロータリークラブあってのローターアクトク
ラブです。皆様のご支援をいただき活動してお
ります。今後とも変わらぬご支援、ご協力よろ
しくお願い致します。
　本日は長時間にわたりご清聴ありがとうござ
いました。

閉会宣言	 江口文隆副SAA
点鐘	 斉藤憲生副会長


