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＜経済と地域社会の発展（米山）月間＞

2019 ～2020

国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

遠軽ロータリークラブ

Weekly Report№１６

日時：2019年10月24日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 木 村 一 則 Ｓ Ａ Ａ

2019年10月31(木) 12:30～
ゲスト卓話：遠軽町教育委員会
ALT：ボーマン･ケイト･リー様

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９４１回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘：渡辺 勉 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

渡辺 勉

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

2019年11月 9(土) 18:00～
二クラブ合同夜間例会＋
釧路ベイＲＣ集団メイキャップ

会長

10月11日から12日、釧路
市に於いて、2500地区の地
区大会が開催されました。
11日・第1日目には当ク
ラブから3名の出席の元、
RI会長代理･会長･幹事協議
会はセレモニーと滝澤功治
RI会長代理講演、そして指
導者育成セミナーでは足立
功一パストガバナーによる
「日本のロータリー創設者
米山梅吉翁、奉仕の心」と
題して講演がありました。
その後、国際ロータリー
RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐
会があり、各ロータリーク
ラブの参加者が集い、1日を終えました。
2日目、当クラブから14名参加の元（写真）、
オープニングはアイヌのムックリ①などの演奏、
踊り、歌などが披露されました。姉妹地区総裁、
カン ギヨン
大韓民国RI第3590地区総裁：姜驥龍 氏、友好地
区ガバナータイ王国RI第3300地区ガバナー：サ
コン・エングスロイソン氏、その他地区の参加者
を交え、盛大な式典となりました。
地区特別表彰では、当クラブのインターアクト
地区大会事業が対象となり、受賞しました。
その後、記念講演では、1990年から2009年迄
20年間WHOに勤務をし、西太平洋地域に於ける
ポリオ根絶を達成したことで、世界的に知られる
本日のプログラム
尾身 茂先生の「ポリオ根絶」と題して講演があ
りました。この講演の中で、当初から資金の集ま
らない中で2億円の資金提供の話がロータリーよ
りあり、その事が基に成り、その後、各国々その
他の団体などから資金の調達ができるようになり
ました、と話がありました。我がロータリーも9
月8日ロータリーデーとして、ポリオ撲滅の資金
集めを行いましたが、行動をおこす事が大事なこ
とに気が付きました。あと2ヶ国が残っています。
その後、会場を移し、大会記念懇親会では素晴
らしいアトラクションと料理などを堪能して参り
ました。

参加者の中でご夫婦で参加をしているロータリ
アンが多く見られました。この事は非常にロータ
リー自体を理解していただく良い機会になると思
いました。
我々のロータリーもクリスマス家族会以外で実
践できる行事が、次年度中に組む事が出来れば良
いと思います。
最後にロータリー会員は、不変的な共通の価値
観を持つ事が大事だと思います。

幹事報告

本間 克明 幹事④
１．RI第2500地区大会において、細川直前ガバ
ー②よりホストクラブ表彰として遠軽ロータリ
ークラブが「インターアクト地区大会ホストク
ラブ」表彰を渡辺会長③が受賞しました。
２．RI第2500地区吉田ガバナーと地区大会実行
委員長より、釧路地区大会列席の礼状。
３．ガバナー事務所より、「ロータリー財団補助
金管理セミナー」の案内。
11月24日(日)12時半～、釧路。
４．本日、例会終了後に臨時理事会を開催。
【名前等後の○数字は写真とその中の番号】

④
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委員会報告

◇前島 英樹
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親睦活動委員長⑤

配布のとおり、「合同例会の開催について」、
11月9日㈯、18時点鐘です。中湧別RC様と、釧
路ベイRC様が14名で集団メーキャップで出席、
多数のご参加をお願いします。

ごあんない

◇西

清治

会員⑥

資料を配布しておりますが、「日本善行会授賞
式・合同祝賀会について」、ロータリークラブ会
員で今回受賞される方の祝賀会が開催されますの
で、会員の皆さんの参加をお待ちしております。

本日のプログラム

創立60周年記念式典準備

金谷 正一 60周年記念式典実行委員会幹事⑦
いよいよ明後日に迫った創立60周年記念式典
・記念講演･記念祝賀会の開催について、各委員
会から本日は、総務・東海林委員長、式典・上田
委員長⑨、記念事業・遠藤委員長⑩、そして祝賀
・成田委員長⑪より、予算と式典の進行等、最終
確認事項を発表していただきます。
◇総務委員会 東海林 勉 委員長⑧
収入合計と支出合計について、修正がありまし
た。科目、金額、それぞれ合計のみ説明します。
例会終了後、手提げ袋へしおり、記念品等を詰
める作業をしていただきますのでお願いします。

□収入合計
科

目

特別会計より
会員全員登録

備

金 額

考

1,950,000 周年事業積立金普通預金残高¥2,662,873
420,000 42名ｘ10,000円
1,120,000 112名ｘ10,000円

登録費

300,000 来賓･OB=25名Ｘ10,000円+50,000円

ご祝儀

合計 3,790,000

■支出合計
科

目

金 額

備

総務合計

651,287 税込

式典合計

114,000 税込

考

木村一則君
(10月17日)

記念事業合計 1,910,000 税込
祝賀会合計 1,110,000 消費税①、②、③
総 合 計 3,785,287

ニコニコ
ＢＯＸ

差引：3,790,000－3,785,287＝4,713

前島

英樹

親睦活動委員長

JC合同例会に仕事の為?遅刻 5,000円
2019-20年度合計 217,000円
☆閉 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
☆今月会報担当：大西 孝拡 委員
2019-20_16th-02

出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
編集・発行：メディア委員会
例 会 日 会員
数 会 員 数
アップ
委員長：石井朋子 副委員長：竹森英樹
竹内徳治
10月17日 42
39
29
74.4%
委 員：高井一博 東海林勉 山田荘一
出席委員長⑫ 10月24日 42
39
33
84.6%
本吉春雄 吉川 紘 大西孝拡
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2019-2020年度 国際ロータリー
副会長：上田 稔
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国) 会長：渡辺 勉
会長エレクト
：佐久間英昭
幹事：本間克明
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
会計：島田光隆
ＳＡＡ：木村一則
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ) 直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

出席報告

◇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)

