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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

＜母子の健康月間＞

Weekly Report№３４

遠軽ロータリークラブ

第２９１３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：2019年 3月28日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田
稔 ＳＡＡ⑤

2019年 4月 4(木) 12:30～

短期海外研修参加お礼・報告
／ 会員卓話：加藤 幸徳 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：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

2019年 4月11(木) 12:30～

会員卓話：片石

忠洋 君

親睦活動委員会

会長報告 遠藤 利秀 会長①

東京に出張していて今朝の飛行機で羽田から戻
ってきました。一昨日東京に行って、会議まで時
間があったので35年前に勤務していた飛島建設
の本社があったビルに行ってきました。当時、会
社の寮が埼玉県の南浦和にあって1時間半かけて
通勤していました。飯田橋でJRを降りて歩いて
15分くらいで千鳥ヶ淵の近くにある本社に通っ
ていましたが、その途中には靖国神社があり、新
入社員の時に靖国神社に昼から花見の場所取りに
行ったことがあります。靖国神社には500本くら
いの桜の木がありますが、夜に花見が始まると
人、人、人で一度トイレに行くと自分が花見をし
ていた場所が分からなくなるくらいで、これが東
京の花見かと驚いた記憶があります。一昨日の靖
国神社の桜は七～八分咲きくらいでとてもきれい
でした。
現在、飛島建設の本社は品川駅の近くにあり、
今の社長は山形県で寒河江ダムを作っていた時代
の直属の上司で大変お世話になった方ですが、今
回お会いすることはできませんでした。
遠軽の桜は１か月くらい先になると思います
が、桜よりも少し後に見頃になる芝桜。太陽の丘
えんがる公園の芝桜は面積はさほど大きくありま
せんが密度が高く色鮮やかでとてもきれいです。
ライトアップも予定していますのでぜひ見に行っ
てください。

幹事報告 東海林 勉 幹事②
1．2019-20年度 RI第2500地区 吉田潤司ガバナ
ーより、奨学金・学友小委員会委員として高井
本日のプログラム
一博会員へ委嘱状が届きました。
２．当クラブ創立60周年準備員会の委員を発表
します。渡辺勉会員、本間克明会員、木村一則
会員、海野 功会員、金谷正一会員。
３．北海道遠軽高等学校長より、平成31年度全
日制課程入学式のご案内。平成31年4月8日㈪
13時30分～14時20分。会長が出席します。
４．公益財団法人米山梅吉記念館より館報33号
及び賛助会員募集と春季例祭のご案内。
５．地区補助金事業の申請期日は平成31年3月末
日です。理事会で協議します。

６．短期海外研修へ参加の遠軽高校 名越教諭と
同校生中原美律さんが4月4日の例会に出席し
て参加へのお礼を述べたいとの申出。
７．IM（紋別）登録申し込み締切日は2019年4月
8日㈪です。多数のご参加をお願いします。
８．名寄ＲＣより、創立60周年記念パーティー
のご案内。日時は2019年5月18日。
９．例会終了後、理事会開催。

委員会報告

◇黒坂

貴行 青少年委員長③
地区インターアクト大会の案内・申込書等を関
係者に郵送しました。詳細等は遠高IAクラブ顧問
の名越先生と協議後、全体会議を開催します。
◇乾
淳 親睦活動委員会④
日ハム応援ツアー参加者募集について。2019
年6月16日㈰14時、対読売ジャイアンツ戦ゲーム
開始。参加費用は会員・家族1名様当たり10,000
円。宿泊費は自己負担。参加締切は4月2日。
◇上田 稔 次期副会長⑤
3月16日㈯、北見で開催された「2019-20年度
第4・5分区会長幹事懇談会」に私と高井一博次
期副幹事が代理出席して参りました。
④
報告、資料等については回覧しておりますの
で、ご希望の方は事務局へ申し出て下さい。
【名前後の○数字は写真の番号です】
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本日のプログラム 会員卓話

オリンピック展示林と
会員組織委員会からのメッセージ

会員組織委員会委員長
河原 英男 君

先にご報告したいこ
とがあります。
以前、北海道家庭学
校の山にある「オリン
ピック展示林」の卓話
をしました。
今年9月、東京新宿区
内に完成するという東京オリンピックミュージア
ムの玄関正面の壁面を装 飾するという企画があ
り、展示林のある遠軽の子供たちにも参加させて
はどうかという話になって、実は昨日と今日、場
所は福祉センターと家庭学校、二手に分かれてオ
ブジェ造りを今やっている最中です。
その指導に日本デザイン協会の第1線級のデザイ
ナーが十数名駆けつけて昨日、私・野人もデザイ
ナー気分になって、その後、夜ほっつき歩いたと
いう次第です。
今日は北海道新聞、それからＮＨＫもカメラを
持って入っていましたの で、今日の夕方には放
映、明日には記事になるのではないかと思います。
実は、家庭学校の展示林については、数年前に
私が気がついて、ちょっと探ってみました。その
後、ことの重大さに気がついて、2020年の東京オ
リンピックに向けて、あの展示林に植樹されてい
る樹木を使って何か出来ないか、ということにな
って、今回のオブジェも2年前に試験伐採した木材
を使って、子供たちがアイデアをフル動員して、
今作品を造っている最中であります。
ちなみに、完成前の7月か8月、子供たちが造っ
た作品を東京オリンピックミュージアムの正式開
園前に贈呈式を考えているそうです。そこには子
供たちの代表が参加して目録を、そして実物を届
ける、今そんな話になっています。
最近、あまり良い話が多くない最中、遠軽町の
子供たちが頑張っていることを皆さんにお知らせ
させて頂きました。
さて、以前の例会で遠藤会長が「日本はとてつ
もない早さで、とてつもない規模で人口減少が進
んでいる」というお話と、先の会報32号には東海

出席報告

例会日

林地区会員増強委員長として「この問題につい
て私たちロータリアン、何をどうすればいいの
か、本気になって考える必要がある」言う趣旨
のお話をされました。これらの話を伺って、私
もにわか勉強で「未来の年表」、「未来の年表
2」を読んでみました。大変深刻な問題です。
先程、上田会員の報告からも「ロータリーの
将来、危ないよ。腰を据えて本気で私たちの活
動を振り返るのでなければ、根元が腐っていく
よ」という趣旨の話を伺いました。
さて、配布資料ですが、以前上田会員が作成
したものを事務局が手直ししてくれましたが、
これを眺めて、次のようなことを感じました。
それはすごいことです。
30年以上、ロータリアンとして今もご活躍を
頂いている方が3名もおりました。これは、もし
も、我がクラブに殿堂があるとすれば、間違い
なく殿堂入りです。心から拍手と敬意を贈りた
いと思います。
それから、20年以上在籍されている会員が7
名。彼らは殿堂の入り口に差しかかっていて、
もう一踏ん張りですので、ぜひ、30年を目指し
て頂きたいと思います。
加えて、入会されて3年未満の方々、新人王の
資格をお持ちの方が10名。これは何を語ってい
るかと言うと、毎年数名ずつの新しい仲間を迎
えていると言うことです。
また、成る程と思ったことがあります。それ
は会員の入会時年齢を調べてみたら、40代が10
名。50代と60代がそれぞれ15名でした。という
ことで、40代の方にはもちろんですが、女性会
員の発掘にもお力添えを頂きたいと思います。
最後に、会報32号に掲載（堀江貴文氏の著書
から）の文章を読み上げます。
「いま、この瞬間を、最高に楽しく、輝いて
いる仲間たちと一緒に、遊び尽くし、やりたい
ことをやって生きていきたいだけさ。」
僕も同感です。“輝いている”ってのは頭だけ
ではありません。心も身体も、です。
皆さん、楽しい、活き活きとした遠軽RCにお
力添えをいただきたいと思います。

ニコニコ
ＢＯＸ 乾
前田篤秀君

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

須藤順一
3月14日 41
出席委員長⑥ 3月28日 41

38
38
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淳

親睦活動委員長④

結婚記念日
5,000円
2018-19年度合計 412,400円
☆閉 会 点 鐘：東海林 勉 幹事
☆今月会報担当：竹内 徳治 委員
編集・発行：メディア委員会

委員長：加藤幸徳

2018-19_34th-03

副委員長：石井定男

26
2 73.7%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
26
68.4%
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)

