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THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2019年 1月17日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上 田
稔 ＳＡＡ

2019年 1月24(木) 12:30～
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山 田 荘 一 君

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我らの生業
★四つのテスト：－

2019年 1月31(木) 12:30～

ゲスト卓話：小田島 英美 様

遠軽町総務部ジオパーク推進課 地域おこし協力隊

会長報告 遠藤 利秀 会長③

本日の例会はクラブフォーラムで上半期の報告
です。報告をされる皆さん、よろしくお願いいた
します。
13日に遠軽町の成人式に出席してきました。
私は自分の成人式に出席していません。妻も子供
2人も成人式に出席していないので家族で誰も成
人式に出席したことがないというめずらしい家族
だと思います。ということで、今回が初めての成
人式でしたが、成人を迎えられたのが男性115
名、女性86名の201名。昨年遠軽町の人口が2万
人を割り、今後も右肩下がりで人口が減少してい
く中、やはり新成人の数に寂しさを感じました。
式典では吹奏楽の町らしく遠軽青少年吹奏楽団の
演奏が式典に花を添える中、新成人の門出を来賓
の皆様ともにお祝してきました。一人でも多くの
新成人がこの町に残ってくれて遠軽町を支えてい
ってもらいたい、またそうなるような街づくりを
していかなければならないと感じました。

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．米サンディエゴで開催中の2019国際協議会
に出席している吉田潤司(釧路RC)地区ガバナー
エレクトよりメッセージが届きました。
「マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長エレ
クトより2019-20年度テーマ“ロータリーは世界
をつなぐ”が発表されました。ガバナーとして
皆様にお会いできる日を楽しみにしております。｣
２．ロータリークラブ主催海外研修実態調査アン
本日のプログラム
ケートがRIJYEM(国際ロータリー日本青少年交
換多地区合同機構)より来ております。

３．地区より「地区補助金関連資料」が地区ホー
ムページに掲載のお知らせ。
４．「第20回ＲＩ囲碁大会」のご案内。
日時：2019年4月6日㈯～4月7日㈰
場所：韓国・大邱(テグ)市内徳栄歯科病院ビル
５．地区インターアクト委員会藤田禮三委員長よ
り短期海外研修の案内。研修先は韓国ソウル
方面、期間は2019年3月25日㈪～28日㈭。

委員会報告

◇乾

淳

親睦活動委員長

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
本吉春雄君②
・今月の誕生日、おめでとうございます。
橋本政司君
西 清治君①
佐久間英昭君
島田光隆君
竹内徳治君⑤
河原英男君
渡辺政俊君④
加藤幸徳君
渡辺 勉君
乾 禧實君
片石忠洋君
・今月、祥月命日を迎える会員に供花を贈ります。
須藤順一君

本日のプログラム

□上半期報告

クラブフォーラム

会長 遠藤 利秀 君⑥
上半期は想定外なこともありましたが、幹事、
各委員長、事務局そして会員の皆さんのご指導と
ご協力のおかげでなんとかここまでたどり着くこ
とができました。
任期も残り半年を切り12月のクリスマス家族
会で対外的なイベントもほぼ終了しました。例年
であればここでホッとできるところですが、今年
はインターアクトの地区大会があります。実行委
員会が中心にはなりますが、この大会が実り多き
ものとなるよう会員全員で取り組んでいきたいと
思いますのでよろしくお願いいたします。
また、下半期は会員増強に特に力を入れていき
ます。皆さんから情報をいただき積極的に勧誘し
④
ていきますので、こちらに関しましてもご協力を
お願いいたします。
【2面へ】
【名前後の○数字は写真とその中の数字】
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幹事 東海林 勉 君⑦
何といっても翌週などのいろいろな準備がなか
なか大変で、会長や担当委員長との打ち合わせな
ど失念することが多々あって、事務局に助けられ
ております。上期においては、「ロータリーデ
ー」が実行できなくて心残りですが、会長テーマ
：共に汗をかいて感動を～一流を目指し～て、後
半も幹事として役割を全うしていきたい。
クラブ奉仕委員長 佐藤 直也 君⑧
上半期につきましては、各委員長様と委員の方
々の活躍により概ね順調に進んでおります。
職業奉仕副委員長 張江 紀代美 君⑨
職業奉仕の理念は「四つのテスト」に込められ
ており、実践が大切です。事業計画通り；
１．｢四つのテスト」の理解と普及活動のため
に、月初めの例会で実施。２．｢職業奉仕に関す
るスピーチ｣を12月13日例会で木村委員が実施。
３．「職場訪問例会」は9月6日、えんしん本店
様で実施予定でしたが、当日未明に発生した北海
道胆振東部地震のため、全道がブラックアウトに
なり、中止。
社会奉仕委員長 高橋 義詔 君⑩
・太陽の丘コスモス園の草取りを実施、花壇整備
は雨天中止。
・花火大会は一日順延だったが予定通り実施。
・秋の交通安全運動街頭啓発を実施。
・後半は良く精進して計画を実施していく。
国際奉仕委員長 高井 一博 君⑪
・7月22日、帯広にて開催された地区米山記念奨
学会セミナー及びロータリー財団セミナーヘ東海
林幹事と出席しました。セミナーの報告につきま
しては、会報第6号に掲載させて頂きました。
・11月1日、例会にて、前年度同委員長の藤田会
員のご協力のもと、北見の韓国語教師であります
金道詠（ｷﾑﾄﾞﾖﾝ）様をお招きし、韓国と日本の文
化、日常生活に係わる違いなどのお話を頂きました。
・11月25日、帯広にて開催された地区ロータリ
ー財団補助金管理セミナーへ東海林幹事と出席。
後の12月5日の当クラブ例会時、補助金申請の要
件を満たしている事を報告致しました。併せて同
日より、クラブ会員皆さんへ「あなたも100ドル
を」の寄付予定を書面に記入して頂きました。皆
様のご協力に厚く感謝いたします。
出席委員 高井 一博 君⑪
ロータリアンの義務は例会出席です。他に各種
行事に出席、参加することも大事です。後半もよ
ろしくお願いします。9月27日例会で「例会出席
の意義と出席率の向上について」担当しました。

出席報告

高井一博
出席委員⑪

例会日
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親睦活動委員長 乾
淳 君⑫
前年度同様、毎月初めの例会時に誕生日並びに
結婚記念日を迎える会員への記念品贈呈に加え、
配偶者を亡くされた会員にお供え用のお花を贈呈
させて頂いております。
7月19日の遠軽神社正式参拝からスタートし、
先月のクリスマス家族会まで、委員はもとより
会員の皆様の多大なるご協力のもと活動すること
が出来ました事に、心より感謝申し上げます。
また、ニコニコBOXでは多くの会員よりご奉
仕を頂き感謝申し上げます。下期につきましても
引き続き宜しくお願い致します。
プログラム委員長 佐藤 直也 君⑧
9月6日の例会は遠軽信金さまへの職場訪問を
予定しておりましたが、地震のため中止。
他は、4回ほどプログラムの内容が変更になり
ました。特に石井会員と高橋会員には、日程の変
更に対応して会貝卓話をしていただき感謝申し上
げます。前半はゲスト卓話が4名、会員卓話が4
名でした。
ロータリー情報委員長 木村 一則 君⑬
9月に予定していた3年未満会員のオリエンテ
ーションは延期しました。2月に開催予定です。
ロータリー情報の提供に関してはありません。

ニコニコ
ＢＯＸ 乾
本吉春雄君
島田光隆君
竹内徳治君
渡辺政俊君
加藤幸徳君
渡辺 勉君
乾 禧實君

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

淳

親睦活動委員長⑫

結婚記念日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
2018-19年度合計 319,400円
☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：西 政治 委員
編集・発行：メディア委員会

委員長：加藤幸徳

2018-19_25th-03

副委員長：石井定男

1月10日 41
38
30
2 84.2%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
1月17日 41
38
20
52.6%
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 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)

