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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

第２８８０回 通常例会記録
日時：2018年 7月 5日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン 2F
司会：上田 稔 ＳＡＡ④
★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：佐久間 英昭 君
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Weekly Report№１

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム
2018年 7月12日(木) 12:30～

クラブフォーラム

2018～2019年度就任挨拶・活動計画

次 回 の プ ロ グ ラ ム

2018年 7月19日(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

遠藤 利秀 会長②

2018－2019年度、会長を務めさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
先ずは、前年度、成田会長を中心にクラブを引っ
張っていっていただいた役員・理事の皆様、大変ご
苦労様でした。昨年度は新しいことへの取り組みも
あり、また、会員増強の面でも素晴らしい成果のあ
った１年だったと思います。
今年も前年度に負けないような活動をしていきた
いと考えておりますが、皆様のご協力なしには成り
立たないのがクラブ運営です。一年間ご苦労をおか
けしますがご協力よろしくお願いいたします。
詳しくは後のクラブフォーラムの中で話をさせて
もらいますが、遠軽ロータリークラブのこの一年間
のテーマを「共に汗をかいて感動を～一流を目指し
て～」とさせていただきました。「一流を目指し
て」というのは、他の人にできないことをしようと
か、特別な人間になろうということではなく、私の
中では、日常生活の中で当たり前のことを当たり前
にやることやれることが一流だと考えています。会
員皆さんが一流を目指すことによって、このクラブ
がさらに輝きを増すことを目指します。
最後に、新年度最初の例会から皆様にお詫びを申
し上げなければなりません。
直前会長の成田会員は、例会を一度も休むことな
く100％の出席を達成しました。これは素晴らしい
ことだと思います。それに比べて私の場合は、今月
の11日から遠軽町の姉妹都市であるブラジルのバ
ストス市の入植90周年記念式典への表敬訪問をす
ることになり、12日と19日の例会を２週続けて欠
席しなければなりません。
飛行機での移動があまり好きでないことやブラジ
ルに着いてから570キロを車で移動すること、さら
には10日間会社を離れて戻ってきた時の仕事のこ
本日のプログラム
となどを考えると気が重たい部分もありますが、一
生に一度行けるかどうかという国で、自分の人生に
も今後のロータリークラブの活動にも、きっと何か
得るものがあるだろうとプラスに考えて参加してき
たいと思っています。
無事戻ってくることができましたら、皆様に報告
させていただきたいと思います。

幹事報告 東海林 勉 幹事⑥

1．ガバナー事務所より、2018年6月RI理事会決定に
より、7月クラブ請求分から一人当たり$1.5から
$1.0へと減額決定の連絡。

成田弘明前会長①より遠藤利秀新会長②へ
会長バッジの引き継ぎが行われました。

2．遠軽町、えんがる町観光協会、遠軽商工会議所
より、コスモス園除草依頼。
実施日 第1回目：7月28日㈯ 7:00～8:00
第2回目 8月11日㈯ 7:00～8:00
太陽の丘えんがる公園｢虹のひろば｣管理棟前集合
3．平成30年度 防衛講演会開催のご案内。
7月27日㈮ 午後4時より、ホテルサンシャイン；
講師 前陸上幕僚長 岡部 俊哉 氏
演題 ｢陸上防衛力の現状と将来｣
4．2018～2019年度上期諸会費納入のお願い
5．会員証(上期)をお渡ししていますのでご確認を。
6．中川満之君より退会申出があり、承認しました。
7．今年度テーマのロータリーバッジを受け取って
④
いない方はお申し出下さい。
【名前後の○数字は写真の中の番号】
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委員会報告

◇乾

淳 親睦活動委員長⑦

1．今月の誕生日、おめでとうございます。
須藤順一君③
2．夜間例会のご案内です。7月19日㈭18時より遠軽
神社本殿にて正式参拝を行います。その後、ビジネ
スホテル・タカハシインにて懇親会を行います。移
動については末広ハイヤーを手配いたします。
欠席の方のみ12日までにご連絡下さい。
第1回親睦活動委員会議を例会終了後、1階ロビー
で行いますので委員の方は出席お願いします。

。

◇本間 克明 前出席委員長⑧

2017-2018度例会100％出席会員18名の方に記念
品を贈呈します。頭の○数字は達成年数。(敬称略)
㉖石井定男 ⑨上田 稔 ⑨海野 功 ⑥遠藤利秀
⑳金谷正一 ㊱北野義樹 ⑧木村一則 ⑦黒坂貴行
⑩佐久間英昭 ④島田光隆 ④須藤順一 ②高井一博
⑲竹内徳治 ⑲東海林勉 ⑦成田弘明 ⑫藤田禮三
①本間克明 ⑪渡辺政俊

本日のプログラム クラブフォーラム
就任挨拶・活動計画

(クラブ活動計画書をご参照下さい)
会長 遠藤利秀 君②
共に考え、汗を流し、楽しみ、成長する、そん
な一年にしていきましょう。
幹事 東海林勉 君⑥
会長の女房役、皆様の世話役として一生懸命汗を
流していきますので、よろしくお願いします。
クラブ奉仕委員長 佐藤 直也 君⑨
各委員会との調整、理事会との連絡調整が主な役
割と心得ますので、よろしくお願いします。
社会奉仕委員長 髙橋 義詔 君⑩
すべての事業が無事に終わるように皆さまのご協
力も併せてお願いしたいと思います。
国際奉仕委員長 高井 一博 君⑪
国際奉仕の目的達成のため、会員皆様のご理解と
善意をよろしくお願いします。
職業奉仕委員長 佐久間 英昭 君⑤
社会に役立つ人間になるためには間違いなく自分
の職業にあり、職業奉仕こそがＲの原点です。
青少年奉仕委員長 黒坂 貴行 君⑫
五大奉仕の委員長は初めて。特にインターアクト
地区大会の実行委員会を立上げて進めていきたい。

出席報告

例会日

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳 親睦活動委員長⑦
出席100％▶
30,000円
石井定男・上田 稔・海野 功・遠藤利秀
金谷正一・北野義樹・木村一則・佐久間英昭
島田光隆・須藤順一・高井一博・成田弘明
藤田禮三・本間克明・渡辺政俊×@2千円
竹内徳治 出席100％
5,000円
渡辺政俊 ＳＡＡ退任
2,000円
竹内徳治 親睦ゴルフ優勝
5,000円
島田光隆 遠軽信用金庫理事長就任
10,000円
中川満之 長い間お世話になりました
30,000円
無断欠席▶棚橋 忠・前島英樹×@2千円 4,000円
○2017－2018年度（旧）
計86,000円
須藤順一 誕生日
5,000円
遠藤利秀 会長就任
10,000円
東海林勉 幹事・地区委員長就任
10,000円
金谷正一 副会長就任
5,000円
上田 稔 ＳＡＡ就任
2,000円
乾 淳
親睦活動委員長就任
2,000円
木村一則 ロータリー情報委員長就任
2,000円
黒坂貴行 青少年奉仕委員長就任
2,000円
佐久間英昭 職業奉仕委員長就任
2,000円
須藤順一 出席委員長就任
2,000円
高井一博 国際奉仕委員長就任
2,000円
髙橋義詔 社会奉仕委員長就任
2,000円
日野邦彦 副ＳＡＡ就任
2,000円
本間克明 副幹事就任
2,000円
2018-19 年度 合 計（新） 合計 50,000 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

須藤順一
6月30日 42
出席委員長③ 7月 5日 41

39
38

☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：佐久間英昭 委員
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委員長：加藤幸徳

副委員長：石井定男
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竹内徳治 東海林勉
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2018-2019年度 国際ロータリー
副会長：金谷正一
会長：バリー･ラシン(イーストナッソーRC) 会長：遠藤利秀
会長エレクト：渡辺
勉 幹事：東海林勉
第2500地区ガバナー 細川吉博(帯広北ＲＣ)
会計：島田光隆
ＳＡＡ：上田 稔
第4分区ガバナー補佐 山市喜雅(紋別港ＲＣ) 直前会長：成田弘明 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)

