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第３０４７回 例 会 記 録

11月 会 員 卓 話
10日㈭ 国際奉仕委員会

日時：2022年１０月２７日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：石井 朋子 ＳＡ Ａ

12:30～

★開 会 点 鐘： 高井 一 博 会長
★国
歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

会長報告

高井 一博

乾

淳

博行

会員

11月 夜 間 例 会
17日㈭
12:30～

会長②

みなさんこんにちは
本日は、遠軽町地域おこし協力隊であります日
永教優様①をお迎えしての例会です。
日永様はグラフィックデザイナーとイラストレ
ーターでもあります。本日はご多忙のところお越
しいただき大変ありがとうございます。後程のお
話しよろしくお願いいたします。
朝は寒さも厳しくなり季節は秋から冬へと進ん
でいます。厳しい冬を迎える前に丸瀬布森林公園
では、いこいの森の閉園式と公園内を走る北海道
遺産の森林鉄道蒸気機関車（SL）雨宮21号の格
納式が行われました。この夏は3年ぶりにまるせ
っぷ観光まつりも開催され公園を訪れたお客さん
の数は、コロナ禍前の水準に戻るとのお話です。
みなさんご承知の通りこの雨宮21号はこの地
域で木材の運搬に活躍した蒸気機関車です。煙突
からはモクモクと煙を上げ、勢い良く白い蒸気を
出しながらいこいの森園内に敷設された２キロメ
ートルの軌道を走る国内唯一の動く森林鉄道蒸気
機関車です。ボイラーの水抜きの様子を私も現地
で見ていましたが、1928年丸瀬布に配置され30
年間現役で活躍、1976年に北見営林局より旧丸
瀬布町に譲渡され町の管理の元、車齢90歳を超
えて元気に走る様子は勇敢そのものです。
来シーズン以降もたくさんのお客さんを乗せて
走ってもらいたいと思います。
遠軽高校吹奏楽局が北海道代表として先日名
古屋で行われた全日本吹奏楽コンクールに出場
し、見事銀賞を受賞しました。コロナ禍による大
本日のプログラム
会直前の学校閉鎖で練習も満足に出来ない中でコ
ンクール当日を迎え、結果に悔し涙を流したもの
の本番では感動の演奏ができたとの事です。銀賞
受賞を私たちも一緒に喜びたいと思います。来月
には、大阪でのマーチングコンテスト全日本大会
出場を控えております。こちらも頑張っていただ
きたいと思います。
本日の例会よろしくお願いいたします。

幹事報告

渡邊

幹事

1．例会終了後、理事会を開催致します。

本日のプログラム ゲスト卓話
地域おこし協力隊 活動紹介
日永

教優（ひなが のりまさ）様①

黒坂プログラム委員長の紹介の後、本日のゲス
トである日永教優様①の卓話をいただきました。
日永教優様は小学校から大学まで旭川で過ご
し、教員になる予定がそうはせずに、地元のケー
ブルテレビ会社で番組制作や生番組のレポータな
どの業務をこなしていました。
2021年8月に遠軽の地域おこし協力隊の隊員に
着任。提案型町のクリエイターとして活動中です。
＜以下卓話＞
主な活動内容は、動画の制作とイラストデザイ
ンの二つ。動画については町の公式YouTubeチ
ャンネルの動画が少ないと感じ、そこに投稿など
しています。動画については主に⑴風景動画、⑵
イベント告知動画、⑶施設の紹介動画、⑷町の話
題の関する動画などです。
⑴風景動画に関しては、遠軽の観光スポットな
どを検索すると静止画が多く動画が少ないので、
もっと素晴らしい景色を知ってもらうために作成
しています。町内の中学生に見せると、こんな所
があるなんて知らなかった、との声もあり地元の
人が自分の町の素晴らしい所をよくわかっていな
いことが分かりました、町民の方に遠軽の魅力を
広く知ってもらいたい、そして町民の方自らが外
部に向けて遠軽の魅力をアピールしてもらいた
い、そのようなことが一番の効果的な宣伝になる
ものと思います。 何よりも遠軽の地元の方々に知
ってほしくて、旭川という外部から来た人間が、こ
④
んなところがきれいだなあ、と思う風景を動画でお
さめているわけです。【2面へ】
【名前後の○数字は写真の中の番号】
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【1面より】⑵イベント告知動画については、えん
がある愛食フェアの告知動画の作成、札幌の街頭
放送用CMの作成（ナレーションも自分で入れまし
た）等があります。これからは来年度に向けてア
スパラの動画の制作も予定しています。四つの町
の話題については成人式の様子や白滝ジャガイモ
料理販売などその時々の話題をおさめ投稿してい
ます。何よりも町民の皆様に見て知ってほしいこと。
そしてYouTubeを見るきっかけになってもらいた
いと思っています。
自分が来る前の登録数は200人いない程度でした
が、現在は600人にまで増えました。成果は上がっ
ていると思います。他に自分たち地域おこし協力
隊の活動も知ってもらおうと、隊員を取材した動
画も作成しました。以前ロータリークラブ様でも
卓話をされた岡崎さんに密着して作成しました。
この動画を見た方から岡崎さんに協力したいとい
う人も現れ、作成してよかったと思っています。
また町の公式なものと関係なく、スマホで撮影し
た動画もFacebook等SNSに投稿しています。こち
らは公式なものではないので、少しくだけた内容
になっています。
自分の仕事としては、もう一つイラストやデザ
インの作成も行っています。もともとイラストを
描くのが好きで今まで2度作品展を行ったり、依頼
されてキャラクターをデザインしたりしています。
将来的にはこちらの方をメインにしていきたい
と考えています。ふるさと納税返礼品のサムネイル
画像や返礼品に付けるお礼状のデザインも作成し
ました。返礼品のサムネイルは楽天などいろいろ
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なサイトで紹介されています。
メトロプラザの施設紹介用の画像も作成しまし
た。既成のものもありましたが、面倒が起こらな
いよう自分でやってみようと思い作りました。
様々なキャラクターの制作も行っています。男
爵イモやアスパラのキャラクターをデザインし、
特産品のPRアニメやイベントPRのキャラとして使
用できないか検討中です。キャラとしては町や地
域のキャラがありますが、ご当地キャラの人気は
健在でまだまだ伸びる伸びしろがあると考えています。
ツイッターのフォロー数はくまモンが80.8万人
もいます。置戸のおけばんばくんは、1年間で
2,209人まで増えました。キャラのグッズなどの販
売もできます。
また観光以外の面からも遠軽を知ってもらうき
っかけにもなりますので、遠軽町のキャラクター
も必要と思い企画しています。遠軽は4町村が合併
した町なのでそれぞれの地域で特色があり、一つ
のキャラに収めるのは難しいので一匹のカンガル
ーのお腹に4つのキャラを入れてはどうか等々考え
ています。任期はあと1年ほどですが、多くの人に
遠軽を知ってもらうよう今後も活動していきたい
と思います。
※日永教優様は別名「かっぱ巻き太郎」としてツ
イッターやインスタで活躍中です。そちらの方
も是非ご覧ください。

ニコニコＢＯＸ

2022-23年度 合計239,000円

☆閉会点鐘：高井一博会長☆今号会報担当：上田 稔委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

10月20日 41
39
10月27日 41
39
2022-2023年度 国際ロータリー
会長：ジェニファー Ｅ.ジョーンズ ( カ ナ ダ )
第2500地区ガバナー：久木 佐知子(旭川西RC)
第4分区ガバナー補佐：久 保 元( 雄 武 R C )
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Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

