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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２８８２回 通常例会記録
日時：2018年 7月19日(木)18:00～
会場：遠軽神社／ビジネスホテル
タカハシイン
司会：上田 稔 ＳＡＡ
★開 会 点 鐘 ：金谷 正一 副会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：－
★四つのテスト：－
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Weekly Report№３

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

2018年 7月26日(木) 12:30～

ゲスト卓話：三浦そのみ様

2007-08年度 R財団 国際親善奨学生

次 回 の プ ロ グ ラ ム
2018年 8月 2日(木) 12:30～

ガバナー公式訪問例会

会長・幹事懇談会、クラブ協議会、記念撮影

会長報告

金谷 正一 副会長

遠藤会長が今日も不在
ですので、私が代理でご
挨拶いたしますけれども、
実は前年度、成田会長年
度も私は副会長でしたが、
成田会長は一日も例会を
休まなかったものですか
ら私の出番は一回もござ
いませんでした。だけど
今年度は早々と出番が参
りました。
今日は遠軽神社本殿に
て会員皆様の身体安全と
災禍消除（さいかしょう
じょ）を祈願する正式参拝①、②をいたしました。
神社参拝についてちょっと思い出話をしたいと
思います。私が会長を受けた2000～2001年度、
18年前、初めて神社参拝を思いつき、その時に
遠軽高校茶道部の生徒と指導されている方をお招
きして茶会例会を遠軽神社本殿で行いました。そ
れに付随してお琴と尺八の生演奏もしていただき
ました。途中中断もありましたけれど、大体年に
一度神社で正式参拝を行い、その後社務所で宴の
席を設けていました。今日はビジネスホテルタカ
ハシインさんで例会と懇親会を行いますが、18
年前の思い出を皆さんにお話しして会長報告とさ
せて頂きます。

幹事報告 東海林 勉 幹事
本日のプログラム

1．第2500地区より「西日本豪雨災害義捐について」
及び日本赤十字社遠軽分区より「平成30年7月豪雨
災害義援金（団体等募金）への協力のお願いについ
て」の要請がきております。理事会で協議します。
2．｢第67回遠軽がんぼう夏まつり」より礼状。

本日のプログラム 懇親会＝2面

於：ビジネスホテルタカハシイン
乾
淳 親睦活動委員長
・乾杯の音頭は金谷副会長にお願いします。
・〆のご挨拶は渡辺会長エレクトにお願いします。

◇乾杯
金谷 正一 副会長③
皆さんの健康を祈願して“乾杯！”
◇〆
渡辺 勉 会長エレクト④
われわれは普段は健康に気をつけていますが、
神社参拝は長く続けた方が良いと思います。
いま日本が大変なことになっていますが、援助
など出来ることはこれからもやっていきたいと考
えています。
遠藤会長はとても気遣いの人だと思います。こ
れから一年、遠藤会長を立ててやっていきたいと
思っていますので宜しくお願いします。
それでは「一発締め」でいきます。半歩足を開
④
いて下さい。“いよ～！”
【名前後の○数字は写真の番号】
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就任挨拶・活動計画(クラブ奉仕各委員会)

(クラブ活動計画書をご参照下さい)
会長エレクト 渡辺 勉 君④
私のあずかり知らぬところで指名されました
が、来年は記念行事がありますので、今年から来
年にかけて皆さんのご協力をお願いすることにな
ると思いますので、よろしくお願いします。
ＳＡＡ 上田 稔 君⑤
4月22日の地区協議会では、柴田地区幹事より
「例会責任者として開催時には私語等に常に気を
配り、注意、警告も考慮し、規則正しい例会を行
っていただきたい」と言われました。
ただ、SAAとしては会員各自の自覚が成されて
いると理解しており、権限を行使して対応すると
いう機会は皆無かと思っています。
いずれにしても、明るく楽しみのある例会運営
を心がけ、より一層の会員相互の信頼の向上と友
情を深めることを目標としていきたいと思ってい
ます。
会員組織委員 髙橋 義詔 君⑥
当委員会は会員の拡大を一番の柱として頑張っ
ていきたい。純増1名、併せて途中退会者が出な
いような方法も考えていきたい。全体の会員親睦
も大事にしながらしっかりした組織を作っていけ
るように努力していきたいのでよろしくお願いし
ます。
出席委員長 須藤 順一 君⑦
この一年間、無断欠席やメイキャップなどでい
ろいろと出席に対し皆さんにお願いすると思いま
すのでよろしくお願いします。
メディア副委員長 石井 定男 君⑧
急遽委員会の一人が退会され、名前が削除とな
ります。東海林会員か加藤委員長に穴埋めしても
らうようになるかもしれません。本年度は配布先
を若干増やしたいと思っています。
会報の使命は正確な記録が一番です。そのため
にも皆さんから原稿の提出をお願いします。
親睦活動委員長 乾
淳 君⑨
各事業について、例年なかなか参加者を募るこ
とが 出 来な い と聞 い てお り ます が 、私 ま だ43
歳、若い考えを少し入れながら皆さんにより楽し

。

プログラム委員長 佐藤 直也 君⑩
本年は会員同士の一層の自己啓発の機会を多く
作ることを考えて各委員会の委員長にお願いしま
した。例年にないことですが、会員卓話例会が例
年より多くなっています。今年度の目標と言うこ
とで皆様方のご協力をよろしくお願いします。
ロータリー情報委員長 木村 一則 君⑪
様々な情報を会員の皆様にお伝えしたいと思っ
ていますが、会長報告などとダブったり邪魔した
りしないように、もしかしたら若干時間差で遅れ

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳

親睦活動委員長

黒坂貴行君 出席100％
2,000円
渡辺 勉君 社会奉仕委員長退任
2,000円
○以上2017－2018年度
藤田禮三君 インターアクト地区委員長就任 2,000円
渡辺 勉君 会長エレクト就任
5,000円
佐藤直也君 プログラム委員長就任
2,000円
2018-19 年度 合 計（新） 合計 59,000 円
☆閉 会 点 鐘：黒坂貴行直々前会長
☆今月会報担当：佐久間英昭 委員
2018-19_3rd-01

ニコニコＢＯＸ 2018-19年度合計59,000円☆閉会点鐘：金谷 正一 副会長 ☆今月会報担当：佐久間 英昭君
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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：加藤幸徳 副委員長：石井定男
須藤順一
7月12日 41
38
27
71.1%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
出席委員長
7月19日 41
38
28
73.7%
竹内徳治 東海林勉
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会長：バリー･ラシン(イーストナッソーRC) 会長：遠藤利秀
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◇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)

