
例会
案内

月曜日　広尾RC：日高信金広尾支店２F（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
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2016-2017年度 RI会長
ジョンF・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

2016-2017年度国際ロータリー・テーマ

・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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R I 2500地区
帯広南ロータリークラブ

創立平成2年4月23日

小川　芳勝

花房　浩一

三浦　静子

水戸部公平

後原　昌一

宮本　建治

小林　佳奈

遠藤　嗣延

大玉　公輝

明口　隆光
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■2500地区2016年　10月

　平均出席率 80､3％

■帯広5RCクラブ出席率 　10月
帯　広ＲＣ

帯広北ＲＣ

帯広南ＲＣ

81.4％

73.0％

78.7％

帯広東ＲＣ

帯広西ＲＣ

76.3％

75.6％

2月13日 　36,000円　　累計 　565,000円

10月平均出席率　78.7％

第1172回例会

 

Weekly  Report

会長
方針 ロータリーの今を楽しみ・積極的に参加しよう

2017.2.13

Weekly  Report

ホームページが新しくなりました

2017年2月

平和と紛争予防
紛争解決月間

　2月?平和と紛争予防紛争解決月間?
先週 7 クラブ合同例会がありました、来年は南が幹事
当番クラブになっているようですが、出村年度今から
会場確保などで準備あるのかなと思いますが、皆で応
援したいと思います。なにか一つ一つ事業をこなしていっているよ
うな気がしますが、今週末より岐阜南クラブ 60 周年記念例会に 12
名で行ってきます。一緒に行ってくれる 11 名の皆さん大変有難う
ございます感謝です。
　今日は何の日?苗字（みょうじ）制定記念日だそうです。苗字は先
祖代々引き継がれています、自分の先祖がどこなのか又どのように
して今の苗字がついたのか由来調べてみるのもいいかと思います。
　明日バレンタインデーです、内のクラブは若い方多いのでチョコ
沢山もらえる人いるんでしょうね、私の年齢になるとあまりないで
す、あっても義理チョコばかりです。
　ところで相撲初場所で、稀勢の里初優勝 19 年ぶりの日本人横綱に
なりました若乃花依頼です。稀勢の里は田子の浦部屋なんだそうで
すが、百人一首に田子の浦から歌い始める一句あります。「田子の浦・
うち出て見れば・しろたえの・富士の高嶺に・雪は降りつつ」静岡
県富士市に万葉集にも詠われた「田子の浦」という地名が存在する。
先祖の親方が田子浦という。
十勝からも久しぶりに力士誕生しました、芽室出身の矢後君と言い
ましたか十勝出身力士の大乃国と北勝海に続いて横綱になってほし
いですね。

■会長挨拶　　　　　　　　　 小川芳勝　会長

■ニコニコ

■会務報告　　　　水戸部公平　幹事

　　　　　　　

　

（１）帯広南ＲＣ、移動例会開催の
　　　ご案内
　　　日　時　平成29年2月20日（月）
　　　　　　　　　　　　午後0時30分
　　　場　所　とかちプラザ
　　　　　　　12：30～例会・昼食（4F講習室401）

　　　　　　　13：00～冬季アジア大会
　　　　　　　パブリックビューイング（1Fアトリウム）

　　　　　　　　　　小田桐秀敏会員
　田所　義国会員：よつ葉乳業の移
動例会親睦委員の皆様にお手伝いい
ただきありがとうございます。職業
奉仕委員会は委員長副委員長2人の委
員会ですので助かりました。
　貴戸　政則会員：誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。
　萬　　昌幸会員：今年初めてです。本年もよろ
しくお願いします。
　高橋　　禎会員：情報集会北の栖ご利用頂き誠
にありがとうございました。そして誕生祝いあり
がとうございました。
　後原　昌一会員：誕生祝ありがとうございます。
　森田かおる会員：情報集会のお後に御利用あり
がとうございました。
　掛村　真二会員：結婚祝いありがとうございま
す。17年目は「アメジスト婚」だそうです。これ
からも仲良くしてもらいます。
　松田　英明会員：先週娘が4歳になりました。
あと16年必死に働かなければなりません頑張ります。
　澤田　智治会員：ここ数日あたたかくなり、教
習所コースの雪も少しずつとけてきました。ニコ
ニコです。

第 1172 回例会　2月 13 日　 
会長挨拶

会務報告

財団表彰ポールハリスフェロー　杉山、加藤

プログラム委員会
2月 20 日とかちプラザでパブリックビューイング
冬季アジア大会帯広開催のパブリックビューイングを行いますので
参加宜しくお願いします

ニコニコ　小田桐会員

プログラム

プログラム
国際奉仕委員会　加藤伸委員長

今回は外国人就労について現状を本日のゲスト日本にきて起業し

て道内 10 店舗位の社長になっているので説明して頂きます

現在日本には 276 万人在留資格をもつ方がいます

中国が一番多くネパールは 6万人北海道には 26750 人東京は 48 万人

帯広 571 名十勝で 713 名大半が農業実習生実習制度で来ている

勝毎に掲載されたのもですが十勝川ホテルに 1年で正規雇用をうけた

マレーシアの方が北海道ホテルにいまして 2ヶ月経って 1年の経過で正規雇用したい

稚内に語学研修にきて十勝に今は十勝の国際交流のお仕事をしています

商工会にもいろいろ活動されている方がいます

介護職の人材不足音更元気の里音更が来年度開業予定の介護施設に

4名のベトナム人を雇用するということですが

現地のシュミレーション施設で研修してこちらに来るということ

しかし中国からの研修施設に行きましたが

言葉の壁があり親身にケアーをしてくれる人がいないと非常に難しいと

聞きました

問題点もあります外国人研修の規約がありまして職種だけでなく細かく

分類されてますハードルの高いものです。人材不足を補う形ですが

「外国人就労の現状」アルジュン・アディカリ様

2年前のネパール地震の時はご支援いただきありがとうございます

ネパールの簡単な紹介

地理的にはインドの上、中国のとなり

一番有名なのが世界一のエベレスト山があります有名な山がたくさんあります

お釈迦様ブッダはインドで生まれましたとありますが

ネパールではブッダはネパールで生まれ菩提樹の木もあります

エベレストとお釈迦様ネパール語人口は 3000 万人首都カトマンズ

父がネパールのボカラというところでホテルを経営しています

大学で勉強したところ世界で一番いいサービスが日本

世界で一番きれいなトイレ日本 16 年前に日本に来ました

自分が思った以上のサービス、世界一きれいなトイレだと思っています

そのことネパールにも伝えることができたらいいな日本の素晴らしさを教えています

それを見て成長してお父さんのホテルを手伝う約束だったのですが

今は日本とネパールのやり取りしています

最初は研修でホテルマンになったり日本語を勉強しながら

ホテルの仕事をしました 13 年前にネパールインド料理ビスターレビスターレという

帯広 2店舗、網走、釧路、札幌といろんなところでやっています

ホテルの勉強をして帰ろうと思ったときたまたま網走で自分が

どこまで学んだこと受け入れられるかなと思ったとき

いろんな方に助けていただいて

最初は 1店舗店を経営したのですが

作っているのはネパールインド料理で窯で焼いているナンが

どうしたらネパールからの就労者を雇うことができるかと

最初は言葉もわからないし、いろんなことを学びながら

約 50 人くらいネパールの方を雇い店をやってます。入国管理局

ピザの申請とか勉強しながらやっています

日本のルールがあって

■委員会報告
プログラム委員会　高木啓市委員長
　2月 20 日とかちプラザで
冬季アジア大会帯広開催のパブ
リックビューイングを行いますので
参加宜しくお願いします

■プログラム

■ポールハリスフェロー

杉山玉夫会員
加藤　伸会員

　
東京
お茶の水ロータリークラブ

　　　　　松田　英明会員

■バナー交換

現在日本には 276 万人在留資格をもつ方がいます

北海道には 26､750 名　帯広 571 名　十勝で 713 名

大半が農業実習生実習制度で来ています。

マレーシアの方が北海道ホテルにいます。

2ヶ月経って 1年の経過で正規雇用となるそうです

十勝の国際交流のお仕事をされている方

商工会にもいろいろ活動されている方がいます

介護職の人材不足音更の「元気の里音更」が

来年度開業予定の介護施設に 4名のベトナム人を

雇用するということですが

現地のシュミレーション施設で研修してこちらに

来るということ

しかし言葉の壁があり親身にケアーをしてくれる

人がいないと非常に難しいものです。

問題点もあります外国人研修の規約があり

職種だけでなく細かく仕事内容の項目があり

分類されてます

人材不足を補う形ですがハードルの高いものです。

　　　　　　　
　　　　　　　　　　加藤 伸　国際奉仕委員長
　現在日本には 276 万人
在留資格を持つ方がいます。
北海道には 26,750 名、
帯広 571 名、十勝で 713 名
大半が農業実習生で実習制
度で来ています。
マレーシアの方が北海道ホテルにいます。十勝の
国際交流のお仕事をされている方、商工会にもい
ろいろ活動されている方がいます。
介護職の人材不足ということで音更
の「元気の里音更」が来年度開業予
定の介護施設に 4名のベトナム人を
雇用するということですが現地で
シュミレーションで研修してこちら
に来るということです。しかし言葉の壁があり親
身にケアーをしてくれる人がいないと非常に難し
いものです。外国人研修の規約があり職種だけで
なく細かく仕事内容の項目があり分類されてます
人材不足を補う形ですがハードルの高いものです。

ビスターレグループ
　　　　　　　社長　アルジュン・アディカリ様
　　　　　　　「外国人就労の現状」
　2年前のネパール地震の時はご支援いただきあ
りがとうございます。
ネパールの簡単な紹介
地理的にはインドの上、中国のとなりで一番有名
なのが標高世界一のエベレスト山があり、その他
8000ｍ級の山々がたくさんあります。
私の父がネパールのボカラというところでホテル
を経営しています。大学で勉強したころ世界で一
番いいサービスが日本、世界で一番きれいなトイ
レ日本へのあこがれで 16 年前に日本に来ました。
日本の素晴らしさをネパールにも教えています。
お父さんのホテルを手伝う約束だったのですが、
最初は研修でホテルマンになったり日本語を勉強
しながらホテルの仕事をしました。13年前にネパ
ールインド料理ビスターレビスターレというお店
を起業し帯広 2店舗、網走、釧路、札幌といろん
なところでやっています。
ホテルの勉強をして帰ろうと思ったとき自分がど
こまで学んだこと受け入れられるかなと思ったと
きいろんな方に助けていただき最初の 1店舗の経
営を始めました。
どうしたらネパールから
の就労者を雇うことがで
きるかといろんなことを
学びながら今は約 50 人
くらいネパールの方を雇
い店をやってます。


