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■帯広5RCクラブ出席率 　1月
帯　広ＲＣ

帯広北ＲＣ

帯広南ＲＣ

79.5％

81.0％

76.0％

帯広東ＲＣ

帯広西ＲＣ

83.1％

68.0％

■ニコニコ献金
　4月16日 　3,000円　　累計 　558,000円

■出席状況報告
　1月平均出席率　76.0％

■2500地区2018年　1月
　平均出席率 78､2％

第1223回例会

 2018.4.16

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　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
水曜日　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

木曜日　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
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

・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

http://www.obihirominami-rc.com
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RI2500地区
帯広南ロータリークラブ

創立平成2年4月23日

出村　行敬

杉山　玉夫

佐藤　淳一

阿部　公夫

進藤　直哉

岩原　道直

高橋　勝実

山崎　　 泉

大玉　公輝

明口　隆光

ホームページが新しくなりました

◆四つのテスト◆

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか
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2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー

ロータリー：
変化をもたらす

2017-2018年度国際ロータリー・テーマ

会長方針 ロータリー活動で夢と友情を育もう

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH
Weekly Report

第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

Weekly Report

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　出村行敬　会長

■会務報告  　　　  　 森田かおる　副幹事

　先日昔の訓練所、北海道帯広高等技術専門学院の
入学式に行ってきました。
入学数は定員 100 名の処 65 名と非常に危機感を感じ
ています。私もここの電気工学科を卒業しております。
電気工学科、金属加工科、自動車整備科、造形デザイン科、建
築技術科の５学科があるのですが、定員に達したのは自動車整
備科だけで他の電気工学科、金属加工科、造形デザイン科、建
築技術科などは定員不足と指示されてないのです。
今の若い人は残業はしたくない、自分の好きな時間を持ち副業
をしたいだそうです。「一つにこだわるよりもいろんなことを
やりたい」という考えだそうです。
そんなことはない「技術は一回覚えたら一生門です。誰に盗ら
れることもない」これだけで食えるわけですからひとつしっか
りとした技術を覚えてそれからでもいいのではないかと思いま
すが・・・・
皆様方も若者に高等技術専門学院に推薦してくれたらありがた
く思います。
　

■プログラム　　　　

　加藤　貴裕会員：先日、南ロータ
リー麻雀に招待していただきオブ
ザーバー参加させていただきました。
諸先輩方に優しく迎え入れていただ
いてニコニコです。

■ニコニコ献金　　　　　　　山口陽史会員

■ゴルフ同好会　　　　　　　松田英明会員

　シーズンとなりました。明後日18日
総会を開きます。金曜日27日第1回の
例会開催されます場所白樺カントリー

小田桐秀敏　プログラム委員長
　本日は帯広市都市建設部みどりの課
の課長三井様と主任補の伊藤様に「緑の
羽根募金活動について」講話をお願いしました。

帯広都市建設部みどりの課
　課長　三井和文様・主任補　伊藤恭平様
　　　　「緑の羽根募金活動について」

（１）帯広南ＲＣ、創立記念例会
      開催のご案内
　　　日　時　4月23日（月）
                         午後6時30分
　　　場　所　北海道ホテル
　　※クラブネクタイ・スカーフ着用
　　※アルコールが出ますので飲まれる方は運転
　　　を控えてください
（２）帯広南ＲＣ、4月30日（月）の例会は、祝日
　　　振替休日のため休会と致します
　　　　　　　　　　　　　　　　　

三井様
みどりの募金の仕組み運用についての仕組み
緑の募金活動による収益金が帯広の森をはじめとする帯広市の
緑化推進活動に生かされていることをご紹介させていただきます。
この募金活動に一人でも多くの市民の皆さんに
御協力をいただくようにお願いします
緑の募金活動は
昭和 25 年戦後荒廃した国土を緑豊かな国土につくり上げ
運動として始まったもので
毎年農林水産大臣が定める期間内に緑の募金という
名称で寄付金募集を行ったもので
その使いみちは目的に森林整備や緑化推進を
用いることとしています。
募金額の 35％緑化推進事業として公益社団法人
北海道森と緑の会が道内の森林整備に役立てています
残りは道内各地域で森林整備や緑化推進
の手掛けている団体の皆さんに
公金として配分している私どもが事務局を担っております
花壇コンクール
花壇のある街作りを目指す目的とし昭和 59 年度に
現在は 90 団体の皆様から参加頂いています
町内会、老人クラブ、企業、学校、公園小中学校の花壇
道路の植樹花々を埴サイして頂いています
参加団体の皆様には１㎡にふたつ
毎年町内会や新規参加団体を募集しています
緑の募金活動
４月末ころ動物園近隣の町内会街頭募金を実施
４月２９日に予定
街頭募金を含め職場募金学校募金
緑の募金活動
緑化活動をされている団体の配分
申請額の合計が募金額より多くなっているため配当が出来ていない状況となっています
募金活動の拡大が課題となっている
緑化推進活動に
皆様へのお願い
緑の募金箱を設置しますので
お帰りの際募金にご協力お願いします

帯広をみどりと花で美しくする運動実行委員
会が事業次第で各団体の配分金を
講師している
北海道森と緑の会
緑の募金活動は北海道森と緑の会が取り組んでいる
緑の募金の前進緑の羽根募金が昭和 25 年に北海道
緑化推進委員会として発足しました
北海道森と緑の会となりまして
道内各地の公園緑化緑の少年団各種ボランティア団体の
支援など時代の要請に御おじました
緑化推進野取組に進めています
森と緑の会の具体的な取り組みは今お話しした通り
緑の募金を拡張して台風被害を受けた森林の再生
学校など公共施設の緑化森林体験学習植樹
ボランティア団体の活動支援さまざまな活動に
緑の募金からの配当金による緑化活動への
取り組みの一部につき
帯広の森で活動しております市民団体の一つのエゾリスの会
が撮影したものです
プロジェクトとしての取り組みで里山
日本人の暮らしの中で燃料の薪、落葉を集めたり
炭を焼いたり山菜など自然と人が利用していく
田畑など緩衝地帯森林をさしもので
人間が手を入れることにより自然の恵みを得られる
さまざまな野鳥が集まり季節の花が咲く
生き物にとりましても人間にとりましても快適で美しい
環境が得られる
処です
エゾリスの会ではこうした里山づくりを進めるため
草刈りとか間伐など森づくりの勉強会キノコ栽培
取り組んでいます。
帯広の森で活動しています市民団体の一つで
美幌はーとっ回
帯広の森の市民が憩える森に活動している
会員は営林署など林業関係者が多く干ばつとかが依頼十四の
枝はらい、自然発生しました需要中の育成、管理、捕食
市民の皆さんが森に入りやすく散策作り遊歩道の草刈り
周辺のゴミ拾い環境整備に力を入れている
帯広の森サポーター
帯広の森にふさわしい環境にふさわしくない
外来種の駆除朝鮮五葉松のむきとり育ち始めた楊僕に関しては
周辺の下草をかって日当たりを良くする
鹿によく食害を防止するためネットをかける
シラカバ樹液でいれたコーヒーを振舞う
森の恵みを生かした活動に
帯広の森の活動団体は多くの課題を抱えています
後継者不足、高齢者のため活動自体に制限が出ている
行政も広報をはじめ市民の皆様にＰＲしていますが
市民の皆さんに浸透していないのが現実です
帯広の森は市民共同により森作りを進めている
興味をお持ちになった方がいましたら緑の科に連絡いただけたら
活動エリアなど紹介させていただきます
子供たちの遊び場となりますちびっこ広場
にありました花壇を町内会が整備したものです
帯広を緑と花で美しくする実行委員会
昭和 37 年に設立されました
市民共同の緑化活動取り組んでいます帯広を緑と花で包む
花壇コンクール、整備事業花を中心としたさまざまな緑化
活動に取り組んでいまして緑の募金方が施工されました
平成 7年より緑の募金事業にも取り組んでいただいています
花壇コンクール
花壇のある街作りを目指す目的とし昭和 59 年度に
現在は 90 団体の皆様から参加頂いています
町内会、老人クラブ、企業、学校、公園小中学校の花壇
道路の植樹花々を埴サイして頂いています
参加団体の皆様には１㎡にふたつ
毎年町内会や新規参加団体を募集しています
フラワー通り整備事業について
緑化のためのオープンスペースの市の中心部地域の住民の方の
ご協力により街路に彩りをそえる
グリーンパーク周辺、電信通り、など
緑の募金活動
４月末ころ動物園近隣の町内会街頭募金を実施
４月２９日に予定
街頭募金を含め職場募金学校募金
緑の募金活動
緑化活動をされている団体の配分
申請額の合計が募金額より多くなっているため配当が出来ていない状況となっています
募金活動の拡大が課題となっている
緑化推進活動に
皆様へのお願い
緑の募金箱を設置しますので
お帰りの際募金にご協力お願いします

徳井情報委員長
４月２５日にオリエンテーションを行います
入会３年未満会員が対象です。
花壇の話ですが
草が生えてひどかったのですが
札内川から大通りまで花で埋め尽くせと
始めました。
出勤の時花を見ることでたのしい一日を迎えることが出来ますし
地域の企業と共に取り込んで花を植えています。

　緑の募金活動による収益金が帯広の森をはじめ
とする帯広市の緑化推進活動に生かされているこ
とをご紹介させていただきます。
緑の募金活動は
昭和 25 年戦後荒廃した国土を緑豊かな国土にとし
て始まったもので、毎年農林水産大臣が定める期
間内に緑の募金という名称で寄付金募集を行って
います。募金額の 35％は緑化推進事業として公益
社団法人北海道森と緑の会が道内の森林整備に役
立てています。
残りは道内各地域で森林整備や緑化推進の手掛け
ている団体の皆さんに公金として配分しています。

　　　　　　　徳井裕昭　情報委員長
　4月 25 日にオリエンテーションを
行います。入会 3年未満会員が対象
です。
花壇の話ですが、
草が生えてひどかった場所に花をと始めました。
札内川から大通りまで花で埋め尽くそうと地域の
企業と共に取り込んで花を植えています。
出勤の時花を見ることでたのしい一日を迎えるこ
とが出来ます。

■委員会報告　　　　

花壇コンクール
花壇のある街作りを目指す目的とし昭和 59 年度
にはじまり、現在は 90団体の皆様から参加頂いて
います。南クラブの徳井建設様もこの事業に参加
されています。
緑の募金活動
4月 29 日に動物園近隣の町内会が街頭募金を実施
します。街頭募金を含め職場募金・学校募金など
緑の募金活動しています。
募金活動の拡大が課題となっています。
皆様へのお願いですが、緑化推進活動にご協力お
願いします。
緑の募金箱を設置しますので、お帰りの際は募金
にご協力お願いします。


