Weekly Report

■会務報告

阿部公夫 幹事

（１）第6分区IM（都市連合会）
開催のご案内
日 時 3月24日（土）
午後1時30分（受付：1時より）
懇親会 午後5時45分～午後7時15分
場 所 ホテル日航ノースランド帯広

講演

株式会社ムーミン物語
事業推進役 大林久人様
演題 「メッツァの概要と地方創生に向けた姿勢」

メッツァビレッジプロジェクトは現在埼玉県飯
能市で地方創生という看板を背負ってのプロジェ
クトでメッツァとはフィンランド語で森という意
味です。
あわただしい毎日の中で何となく気持ちがざわ
ついたり、ふとさみしくなったり、何が大事なの
かが解らなくなったりする事はありませんか？
そんな時北欧の人々は森へ出かけます。
森の中で深呼吸していると次第と心と体がほどけ、
初めは気がつかなかった音や鳥たちのさえずりが
聞こえてきます。
日常生活に戻ると見慣れた風景の中に多くの感動
が満ちている事に気づきます。
芽吹く緑の瑞々しい生命力や立ち止まって見られ
る空の鮮やかさや喜びも悲しみも分かち合える人
がいるという事に私達はその小さいことだけど大
切な事を発見できる場所を探してきました。
それがメッツァです。
メッツァでは効率的な心の豊かさに発見してい
ただけるよう 6 つの体験価値をご用意します。
挑戦・想像・共有・開放・探究・創造
そしてメッツァの体験価値は人それぞれと答え
がある・五感を刺激する・積み重ねが意味を持つ
の 3 つの指針によりデザインされています。
一回だけではもったいない、何度も訪れたくな
る体験に満ちています。自然と調和した北欧時間
が流れているメッツァは北欧のライフスタイルを
体験できるメッツァビレッジとムーミンの物語を
主題としたムーミンバレーパークの二つのゾーン
から構成されています。

地方創生
地域と連携して地域の資産になるようなものを
作っていきたいということでテーマパーク建設
ですと大手ゼネコンがとなりますところですが、
地元の企業 28 社で建設を進めています。
資金面でも地元信用金庫など 5 行で大型融資
駅からのシャトルバスも地域のバス会社 3 社
ふるさと納税は
飯能市単独では年間 397 万円でしたがムーミン
オリジナルグッズを提供したところ昨年は 1 億
7600 万円、今年は 2 億 5000 万円と地域貢献さ
せていただいています。
正社員 70 名従業員 800 名の雇用が生まれます。
■メークアップは欠席した当日の前後14日以内

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
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■プログラム

■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）
芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15） 帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広 上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10） 音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール
足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30） 清水RC：清水町中央公民館 帯広西RC：北海道ホテル
帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広
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をしてくれた人達のお陰です。と感謝の言葉を
言っておりました。何か人としてのつながりを
感じ暖かい気持ちが伝わってまいります。
私達もその人とのながりを大事にしたいと思い
と思います。
今月は、平和と紛争予防・紛争解決になって
おります。オリンピックは当然世界の平和に一
役勝手おりますが、北朝鮮の問題も含めてそれ
ぞれの国同士が仲良くやって行ければ平和な世
界を築けるのではと思います。そこで国同士の
平和に一役も二役も勝手いるの私達の国際ロー
タリークラブではないかと思います。
ロータリーの目的の一つに奉仕の理念を持ち
「慈愛の精神を育みましょう」と有ります。そ
の理念に基づき行動する事が何より大事なこと
と感じております。そうゆう意味では本日のこ
の 7 つのロータリークラブが一緒に成っての合
同例会は大変有意義な例会ではないかと思います。
これまでの諸先輩の努力に寄り 7 クラブが一
緒に成ったのが 2004 年ですから 14 年に成りま
す。その時の会員数が 451 名で現在は 410 名で
約一割減少しております。少子高齢化の流れと
は言え会員の増強は正に国際ロータリーの永遠
のテーマーと言われております。
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ロータリー：
変化をもたらす
2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー

2018年2月

平和と紛争予防
紛争解決月間
◆四つのテスト◆
１
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

RI2500地区
帯広南ロータリークラブ

会長方針

ロータリー活動で夢と友情を育もう

帯広5ロータリークラブ・芽室ロータリークラブ・音更ロータリークラブ合同例会
帯 広ＲＣ
帯広西ＲＣ
帯広南ＲＣ
音 更ＲＣ

第 3563 回例会
第 2214 回例会
第 1215 回例会
第 1151 回例会

帯広北ＲＣ
帯広東ＲＣ
芽 室ＲＣ

第 2889 回例会
第 1601 回例会
第 2747 回例会
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ホームページが新しくなりました

http://www.obihirominami-rc.com
・例会日／月曜日
12:30~13:30
・例会場／北海道ホテル
帯広市西7条南19丁目
・ 0155-21-0001
・事務所／
帯広経済センタービル4F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

■会長挨拶

出村行敬 会長

本日は 7 つのロータリークラブ合同例会にご出席頂きまして有
り難うございます。
さて、私たちがこうしてロータリー活動が出来るのも周りの人達に
助けられ教えられて居るからこそと思います。そこでこの日の為に
講師として大林久人様にお願いしております、大林様は、広告、宣伝、
マーケティング、新規プロジェクト等専門分野で多彩な才能を発揮
している方です。我々の仕事にも大いに参考に出来る物が有ると想
います、是非、この後の講話を楽しみに、して頂きたいと思います。
後ほど大林様宜しくお願いします。
さて、毎日平昌オリンピックで賑わっておりますが、小平選手と
羽生選手の金メダルはもう見てる方が胸がドキドキして素晴らかっ
たです。どのメダルを取った選手も皆さんと周りの人達そして応援
■出席状況報告
11月平均出席率

■2500地区2017年 11月
平均出席率 79､3％

75.6％

■ニコニコ献金
2月5日

19,000円

■帯広5RCクラブ出席率
累計

464,000円

帯 広ＲＣ 72.1％
帯広北ＲＣ 80.0％
帯広南ＲＣ 75.6％

11月

帯広東ＲＣ 79.9％
帯広西ＲＣ 74.1％

