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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

Weekly Report№ ２

遠軽ロータリークラブ
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９２７回 例 会 記 録

日時：2019年 7月11日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン 2F
司会：木 村 一則 ＳＡＡ ⑤
★開 会 点 鐘 ：渡辺 勉 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ：奉仕の理想
★四つのテスト：－

2019年 7月18(木) 18:00～

夜間例会：遠軽神社正式参拝

懇親会：ビジネスホテル タカハシイン

2019年 7月25(木) 12:30～

ゲスト卓話：佐藤 茂 様
2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

(一社)えんがる町観光協会 道の駅 駅長

◇本日ゲスト

グアム合気会主宰(７段)
峰岸 睦子 様③
タモンベイRC(グアム：第2750地区)
グアム合気会
ケニー・レクドル 様

入 会 式

2019～20年度遠軽ロータリークラブ渡辺勉会
長①より菊地佳子新会員②へ「ロータリーの心
得」とバッジが進呈されました。
◇菊地佳子(よしこ)会員
◆1968年1月22日生
◆推薦者：前島英樹会員
◆役職：スナック ティアラ 経営者
◆学歴 遠軽家政高等学校卒
◆趣味：カラオケ
◆特技：カラオケ
◆挨拶：初めまして。よろしくお願いします。

会長報告

渡辺

勉 会長①

本日は遠軽RCにお越し頂き、歓迎申し上げます。
グアム合気会主宰者であり、グアムタモンベイ
RC会員の峰岸睦子様をご紹介いたします。
1940年、東京生まれ。63年、横浜国立大学教
本日のプログラム
育学科卒業後、小中学校教諭などを務め、68年
渡米。カンザス州立大学大学院言語学科で修士号
を取得する。その後、各国で日本語・英語教師を
務め、通訳としても活動しました。
86年、『ミセス・フィールド・クッキー』の
日本進出の際、通訳が縁で、日本総支配人に。退
職後、再び通訳として活動し、日中貿易などに携
わる。87年、日米サケ・マス漁業交渉の通訳を
務め、海外漁業協力団体からコーディネーター兼
日本語講師として、キリバス共和国に派遣され
る。現地で合気道の指導を始める。
94年、サイパンに道場を開く。99年グアムに

道場を開設。以後、グアムを本拠地に世界各国で
指導を行っていると言うことでございます。

ごあいさつ

峰岸 睦子 様③
初めまして！ グアムのRCでは欠席するたび
に5ドルずつの罰金があり、どこかでメーキャッ
プしなければならず、一所懸命探し、見つけて、
今日、貴クラブに参加させて頂いています。
私は戦争の体験がありました。太平洋戦争と第
2次世界大戦がどうしても結びつかなかったが、
日本が太平洋の島々に大変な被害を与えたことを
知り、ならば合気道という平和の手段を以てその
島々を真珠の首飾りのように日本につなげたいと
いう目標で始めました。が、結果的に一人では何
も出来ないことが分かりました。現在、グアムで
道場を持ち、いろいろな国で様々なことをやらせ
てもらっています。
この度はグアム合気会の子ども16名と大人4名
④
で北海道に遠征、合気道の合同稽古をはじめ、道
内各地を観光致します。よろしくお願いします。
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峰岸睦子様と同行のケニー・レクドルさん(前列左から2二人目)と一緒に記念撮影

幹事報告

本間

克明

幹事

１．8月1日㈭のガバナー公式訪問の日程等連絡。
・会長・幹事懇談会 16:30～17:00
会長エレクトも出席
・クラブ協議会 17:00～18:20
出席義務者22名、発言時間を守り、欠席の
場合は必ず代理者を立てること。
・記念写真撮影 18:20～18:30 会員全員
18時集合。ネクタイ着用
・公式訪問夜間例会 18:30～19:30
2．日本のロータリー100周年記念ピンバッジ頒
布の案内。購入希望者は名前記入。
３．釧路での火災事故に係る報告：本日、先方か
ら連絡があり、支払代金が返金となります。
４．新入会員のクラブ奉仕の所属について。
今回は人員の少ない委員会に配属、了承を。

ＳＡＡ

木村 一則

君

渡辺会長よりポール・ハリス・フェロー(PHF)
の証書とバッジを佐藤直也会員④と木村一則会員
⑤へ授与いたします。

出席報告

竹内徳治
出席委員長

例会日

本日のプログラム クラブフォーラム
就任挨拶・活動計画(クラブ活動計画書参照)

会員組織委員長 東海林 勉 君
ロータリーの一番の財産は会員です。新会員は
クラブの宝です。入会されたお二人には早くロー
タリーになじみ、息の長い会員になって頂きたい。
会長の決意である「新会員10％以上の獲得を目
差し」頑張っていきたいのでよろしくお願いします。
出席委員長 竹内 徳治 君
ロータリアンの義務は、まず例会に出席するこ
とから始まります。欠席された時は、メーキャッ
プしましょう。ニコニコ笑って協力しましょう。
【名前後の○数字は写真とその中の番号】

ニコニコ
ＢＯＸ 前島 英樹 親睦活動委員長

出席100％▶
各2,000円×3名=6,000円
・黒坂貴行君・佐藤直也君 ・渡辺政俊君
■
■2018～2019年度 計6,000円
峰岸睦子様 THANK YOU
10,000円
渡辺政俊君 社会奉仕委員長就任
2,000円
髙橋義詔君 プログラム委員長就任
2,000円
2019-20年度合計 79,000円

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

7月 4日 42
39
7月11日 42
39
2019-2020年度 国際ロータリー
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国)
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ)

☆ 閉 会 点 鐘 ：渡辺 勉 会長
☆今月会報担当：本吉 春雄 委員
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遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：渡辺 勉
副会長：上田 稔
会長エレクト：佐久間英昭 幹事：本間克明
会計：島田光隆
ＳＡＡ：木村一則
直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
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)

