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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２９０５回 通常例会記録
日時：2019年 1月24日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上 田
稔 ＳＡＡ②
★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：－

＜ 職 業 奉 仕 月 間 ＞

2018 ～2019

Weekly Report№２６
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム
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

次 回 の プ ロ グ ラ ム
2019年 2月 7(木) 12:30～

委員会担当プログラム
メディア委員会

会長報告 遠藤 利秀 会長①

今日は、今シーズン初めて大荒れの天気になり
ました。昨日までの積雪量が25センチと非常に
少なかったのですが、これまで20センチくらい
雪が積もりました。これでもまだ平年並みまでは
いっていません。私たちは雪が降らないに越した
ことはありませんが、スキー場関係者や除雪を請
け負っている業者は一安心といったところだと思
います。
全国でインフルエンザが猛威を振るいだしまし
た。毎年、この時期になると流行するインフルエ
ンザですが、今年は昨年よりも１週間くらい早い
ようです。ちなみに今年のインフルエンザはほと
んどがＡ型だそうです。遠軽町でも、最近出席す
る会合で必ずインフルエンザで欠席する方がいる
ので流行ってきていると思います。インフルエン
ザの予防は、なんといっても予防接種を受けるこ
と。これが一番ですが、その他にも手洗いうがい
の励行、人込みを避ける、マスクの着用、栄養・
休養を十分にとるなどがあり、これらを確実に実
行すればかなりの確率で感染を防ぐことができる
そうです。それでもインフルエンザにかかってし
まったら早めに病院に行って安静にし、他の人と
の接触を避け感染を拡大しないようにすることが
大切です。私は、大人になってから予防接種を受
けたことがなくインフルエンザにかかったことは
ありませんが、油断することなく手洗いうがいマ
スクを着用して予防に努めています。会員のみな
さんもしっかり予防をしてインフルエンザになら
本日のプログラム
ないように注意してください。

幹事報告 東海林 勉 幹事③
１．2019-20年度RI第2500地区事務所より、地区
奨学金・学友小委員会委員として高井一博会員
の推薦依頼が来ております。

本日のプログラム

Ⅰ．クラブフォーラム
□上半期活動報告：続(1)

青少年奉仕副委員長 渡辺 政俊 君④
まず、ライラセミナーが9月1日2日に士別にお
いて開催されました。当クラブからは遠軽信用金
庫様のご協力により2名の参加を得て、出席しま
した。また、ライラセミナー活動報告を10月25
日に行っています。
ＲＣ旗争奪中学校野球大会新人戦を9月22日、
23日に開催しました。結果的に上湧別・芭露合
同チームがコールドゲームで圧勝して優勝しまし
た。来年は第40回の記念大会になりますので、
盛り上げる大会にしたいものです。
今回は、都合がつかない会員が多かったのか、
開・閉会式に参加が少なく、少々残念でした。
12月のクリスマス家族会には、インターアク
トクラブ顧問の名越先生と部員13名、ライラセ
ミナー参加者1名を招待しました。
下半期には、3月25日から4日間、韓国ソウル
での短期海外研修が行われます。
5月24日25日にインターアクト地区大会が遠軽
で予定されています。
会員の皆様のご協力を願いいたします。
④
【上期活動報告の続きは2面右中段へ】
【名前後の○数字は写真の番号】
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私がホームステイを受けている中で中国人が多く
います。その経験から中国を考えてみたい。偉そう
なこといっても、葦の髄から天井を覗くぐらいの話
なので気楽に聞いてください
10年前ぐらいですか、北見工大に米山奨学生で
新疆ウイグル自治区からきた男子学生が例会にきて
話をしたんですが、その日、自宅に泊まっていきま
した。以前私は彼の出身地にあるウルムチを旅行し
たことがあったので、いろいろな話をしました。彼
に「帰ったら何をするの？」ときいたら、彼は冗談
で笑いながら「僕は帰ったら、大統領になるんだ」
と言うので、「それは無理だろう」と言いました。
しかし彼は中国の超一流大学である清華大学：習近
平（中国の最高指導者）、胡錦濤（同前最高指導
者）も卒業生：を卒業しているから大丈夫、と。し
かも、非常に体が大きくてオーラがあり、人格的に
も素晴らしい人で、すっかり意気投合して、もう一
日泊まることになりました。その後、彼は中国のあ
る省都にある大学に就職したそうです。
女性の方で医者になった方も家に来ていまして、
帰国後、中国の新聞に「忘れられない北海道」と私
の家のことを載せてくれました。彼女はとても心が
暖かい人で、何度も手紙が来ます。特に、私の妻が
入院して手術をする時、いろいろなことで励まして
くれました。他にも、SNSで発信すればすぐ届くの
で、29カ国余りからメッセージが届きました。彼
女は何回も何回も励ましや気遣いの手紙をくれて、
妻が亡くなったときにも丁重な手紙を頂きました。
また、うちにホームステイした上海にいる夫婦か
ら、私たちの結婚50周年をお知らせした時、書い
てきた手紙ですがちょっと読んでみます。
「お父さん、お母さん、ご無沙汰しています。結
婚50周年おめでとうございます。久しぶりにお父
さん、お母さん、お兄さん、お姉さんたち、そして
お子さんたちの顔を見れてとても嬉しかったです。
お父さんのニコニコ顔は懐かしいですね。お母さん
のいつもの穏やかな表情に癒やされます。お父さ

出席報告

例会日

ん、お母さんにお会いしてからもう15年経ちまし
たですね。時間の経つのは早いものです。お姉さん
のお嬢さんがもうこんなに大きくなったことがびっ
くりしました。日本の生活は4年6ヶ月で、お父さ
ん、お母さんと一緒に過ごしたのはわずか2週間ほ
どでした。ですが、この日々は日本の生活の中で一
番素晴らしい体験で一番大事な思い出でした。これ
は私たち夫婦を受け入れてくれたお父さん、お母さ
んのおかげです。北海道で撮った写真で手作りした
アルバムをよく開いて自慢の一冊でした。上海でど
んなに変な日本人に会っても、素晴らしい日本人が
いたことは忘れられないくらいです。周りの中国人
が日本のことをどんなに批判しても日本を愛してい
る気持ちが少しも揺れないです。日本には私たちを
見守っているお父さんとお母さんがいるからです。
お見舞いが出来なくて心苦しいです。同封のもの
は去年撮った家族の写真です。お母さんの痛みが一
刻でも緩和されるようお祈りいたしています。お父
さんも身体に気をつけて元気でいてください。」
このような心優しい子どもたちもいます。彼らが
本当に幸せになってくれるだろうか気になっている
ところです。【写真は中国の帽子を紹介】

□クラブフォーラム 上期活動報告：続(2)

会員組織委員長
河原 英男 君⑤
・会員増強、とりわけ女性会員の増強をかかげ委
員会はもとより遠軽ロータリークラブ全体の目標
として取組んでいるところです。
・会員各位による働きかけや人材発掘をいただ
き、会員増加がはかられましたことに深く感謝い
たします。
・今後とも会員相互の絆を強めつつ更なる組織強
化に努めたいと思いますので、引き続き会員各位
のご理解とご協力をお願いいたします。
メディア副委員長 石井 定男 君⑥
メディア委員会の主たる目的は会報の発行にあ
りますが、各委員が2ヶ月交替で原稿の整理に当
たり、順調に発行できました。
後半も頑張りますので、原稿の提出等、ご協力
をよろしくお願いします。

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳 親睦活動委員長⑦
西 清治君 誕生日
5,000円
佐久間英昭君 誕生日
5,000円
河原英男君 誕生日
5,000円
須藤順一君 祥吉命日に供花を頂いて
5,000円
2018-19年度合計 339,400円
☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：西 清治 委員

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
1月17日 41
出席委員長⑧ 1月24日 41
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竹内徳治 東海林勉
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