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第２８９９回 通常例会記録

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2018年11月29日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田 稔 ＳＡＡ③

2018年12月 6日(水) 12:30～

会員卓話：髙橋

次 回 の プ ロ グ ラ ム

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

◇本日のビジター

中湧別ロータリークラブ

会長報告

土井

義詔 君

プログラム委員会

2018年12月13日(木) 12:30～

年時総会・委員会担当プログラム
職業奉仕委員会

昭宏

君

遠藤 利秀 会長①

先週の中湧別RCとの合同例会には23名という
沢山の方にご出席いただきありがとうございまし
た。想定以上の出席者に川村会長も大変よろこん
でいらっしゃいました。少し先の話になります
が、来月の夜間例会は12月20日に行われるクリ
スマス家族会です。ご家族を含めてさらに沢山の
方に出席していただけますよう今から予定を組ん
でおいてください。よろしくお願いいたします。
今日、例会前の臨時理事会で次年度理事・役員
を選出するための指名委員会メンバーを決定しま
した。委員長に黒坂会員、委員に上田会員、木村
会員、渡辺勉会員、本間会員の5名です。指名委
員会の皆さんにはお手数をお掛けしますがよろし
くお願いいたします。12月13日の年次総会で次
年度役員を発表する予定です。

幹事報告 東海林 勉 幹事②

１．11月25日、帯広で開催されたロータリー財
団補助金管理セミナーに高井国際奉仕委員長と
出席。詳細は後日同委員長より。
２．地区より、2019-20年度は地区組織が大幅変
更となるため、分区会長幹事会を３月中に開催
し、地区研修を盛り込むように、との連絡。
３．向陽園のクリスマス会の案内。
本日のプログラム
日時＝12月23日、17:30～20:00、会費500円
４．12月のロータリー為替レート＝112円。
５．本日、例会終了後、理事会を開催します。

委員会報告

◇乾

淳 親睦活動委員長④

12月20日開催のクリスマス家族会についてお
手元の配付資料をご確認下さい。
◇成田 弘明 会員⑤
先般執り行われました義母の葬儀にご多用中皆
様のご参拝を賜り誠にありがとうございました。

◇竹森 英樹 会員⑥ (ほくでん遠軽ネットワーク
センター所長)

北海道エリアにおける今冬の電力需給見通しに
ついて、資料の通り供給力は需給を十分上回りま
す。無理のない範囲での節電(昨冬同様)にご協力
をお願いします。【⑧は明年2月稼働の石狩湾新
港火力発電所に供給するLNG(液化天然ガス)タン
④
ク群の建設現場。昨年9月26日、有志会員見学】
【名前の後の○数字は写真の番号】
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本日のプログラム

会員卓話
“遠軽との縁を感じた旅行”
伊藤

幸雄

君

こんにちは。突然ですがお願いがあります。私
ごとですが、左の耳がまったく聞こえません。右
の耳も10段階の7～8位です。そのため、宴会の
席が非常に苦手で、二度、三度と聞き返すこと
や、何を言っても笑ってる、とんちんかんな返事
をするなど、皆さんに大変失礼なことが有ると思
いますが、どうぞご理解を頂きたいと思います。
本来、最初の自己紹介で話すことが、緊張の余
り何を話したのか、全く覚えていませんのでよろ
しくお願いします。
本日の指名を佐久間さんから受けまして、1ヶ
月、人前で話すことが不得手なので、1日1日が
苦痛で溜息ばかり、悩んだ末に旅行してきた弘前
の話をします。弘前といえばねぷた、津軽三味
線、弘前公園の桜でしょうか？ 今回は誰も知ら
ないであろうお話をしたいと思います。
先日、ひょんな事から、小旅行に行ってきまし
た。義理の息子が仕事で弘前に居るので、今なら
まだ紅葉も見れると、家内に誘われ、初めて青森
県の弘前市を訪ねました。
今回は道中で出会った人びととの不思議な縁を
話したいと思います。
まず最初に、弘前駅からおおわに温泉の宿まで
乗ったタクシー、駅には10台ほど停まっていま
したが、名札を見ると運転手さんの名前が「佐々
木修一」と書いてあり、びっくり。町長と同姓同
名だと盛り上がり、初めて訪れた弘前が町長の名
前でぐっと身近に感じられました。
そして、翌日の弘前公園の入口で人力車を見つ
け、車夫に「二人で150キロだけど大丈夫かい」
と聞くと、「お客さん、180キロまで大丈夫です
よ」との返事。安心して人力車に乗りました。
「どちらから」、と聞かれ、「北海道」「北海道
のどこ」、「北見の近くの遠軽というところ」
「ああ、遠軽ね！」
遠軽を知っていた事にびっくり。なんと車夫の
菊池さんは、昔、北見のイトーヨーカ堂の立上げ
のため、4年ほど北見に住んでいたとのこと。

それだけではなく、ついこの前、遠軽高校吹奏
楽局の全国大会出場の折には会場まで応援に行っ
たことを知り、大変感激してしまいました。弘前
城のお堀と真っ赤な紅葉を見ながら、オホーツク
の話しに花を咲かせてきました。【写真は弘前城
の「下乗橋」でツーショット！】
その晩はホテルで紹介してもらった和食料理店
で息子と夕食を取ったのですが、これ又、料亭の
名前が「翠明荘」と言い、かつて丸瀬布の奥座敷
にあった国民宿舎と同じ漢字と名前でした。
この料亭は明治28年に建築された邸宅で、一
時旅館として営業しており、終戦後そのまま料亭
として現在に到っているとのこと。
家内の父親が丸瀬布の町長になった頃、ひょっ
としてここを訪れ、丸瀬布の国民宿舎を建てたと
き、名前として拝借したのではないかと、皆で父
の話で盛り上がり、楽しい夕食となりました。
下調べをする間もなく訪れた弘前で弘前公園の
紅葉を見、美味しい料理を食べ、あっと言う間の
2日間でしたが、こんなにも遠軽との縁を感じる
名前と人に出会うことが出来、まるで何かに導か
れたかの様で、大変不思議に感じた小旅行でした。
また来年のサクラの時期にもう一度弘前に行っ
てみたいと思っております。

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳 親睦活動委員長④
成田弘明君 義母の葬儀のお礼として
10,000円
加藤幸徳君 イト電商事(株)南町支店落成 10,000円
2018-19年度合計 239,400円
☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：本間 克明 委員
2018-19_20th-03
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