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第２９２１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 5月30日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン
司会：上田
稔 ＳＡＡ

2019年 6月 6(木) 07:00～

早朝例会：花移植
太陽の丘虹の広場

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：－

会長報告

遠藤

＜青少年奉仕月間＞

2019年 6月13(木) 12:30～

会

員

卓

話

社会奉仕委員会

利秀 会長①

本日の例会プログラムはクラブフォーラムで
10月26日に開催予定の60周年記念式典に向けて
総務、式典、記念事業、祝賀の各委員会で打合せ
をしていただきます。まだ、先のような感じがし
ますが5カ月はあっという間です。今日の打合せ
を元に実行委員会で調整を行いながら準備を進め
ていってください。
先週24、25日の2日間に渡って行われたインタ
ーアクト地区大会が終了しました。実行委員会の
皆さん、お手伝いをいただいた会員の皆さん、大
変ご苦労様でした。実行委員会の準備のおかげで
スムーズに進行できたことと「ささえ合う心をコ
ミュニティに！～ピア・サポートの実践を通して
～」という演題で講演をしていただいた遠軽町教
育委員会の小林勝則先生のワークを取り入れた内
容が素晴らしく高校生の皆さんも最後まで楽しみ
ながら学ぶことができ、とても良い地区大会にな
ったと思います。参加していただいた高校生の皆
さんが今回学んだことを生かしてそれぞれの地域
でより良い活動をしていただけるものと思いま
す。
次週の例会は早朝例会で太陽の丘虹の広場で花
の移植を行います。個人的にはなんとしても晴れ
てもらって昨年中止になったコスモス園の草取り
作業のリベンジをしたいと思っています。たくさ
んの皆さんの参加をお願いいたします。

本日のプログラム
幹事報告
東海林 勉 幹事②

1．第4分区IMへの参加お礼が紋別港RCより。
2．名寄ロータリークラブより、創立60周年記念
パーティーへ参加のお礼
３．家庭学校運動会のご案内。
6月16日㈰、10:30～15:00
４．6月のロータリーレートは１ドル＝110円。
５．本日、例会終了後、理事会を開催します。

委員会報告

◇藤田

礼三 地区IA委員長③

先週開催されたインターアクト地区のことは道
新の記事で要旨が載っておりました。上田IA地区
大会実行委員長、同黒坂総務委員長他、大変お世
話になりました。
◇上田 稔 IA地区大会実行委員長④
先週24日・25日、インターアクト地区大会を
実施、遠藤会長始め、各委員会、各会員の皆様の
ご協力をいただき、ありがとうございました。
◇黒坂 貴行 IA地区大会総務委員長⑤
インターアクト地区大会では、皆様に大変お世
話になりました。今回の大会は当クラブ全員登録
でございますので、よろしくお願いします。

本日のプログラム クラブフォーラム

遠軽RC創立60周年記念実行委員会全体会議

金谷 正一 同実行委員会幹事⑥
総務委員会、式典委員会、記念事業委員会、そ
して祝賀委員会に分かれて、それぞれの役割につ
④
いて確認して、準備を始めて下さい。
【名前後の○数字はの番号】
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“ 知性 と 感 性の 目 覚 め”

2018～2019年度 国際ロータリー第2500地区
インターアクト地区大会が開催されました。参加
者他は1面右段とこの頁右段記事を参照下さい。
日程は開会式に続き、3月末に実施された韓国
への短期海外研修の報告等が行われました。
講演会は「ささえ合う心をコミュニティに！
～ピア・サポートの実践を通して～ ～チコちゃ
んを叱らせないために～」のテーマで、遠軽町教
育委員会 教育専門相談員 小林勝則氏の、実践
や演習などを交えた約3時間に及ぶものでした。
◆ピア・サポートとは：“ピア(Peer)”とは｢仲間
・同僚｣という意味で、同年代ならず、コミュニ
ティに共存する仲間も意味する。“サポート
(Support)”とは｢支援｣の意味。｢救助(Rescue)」
とはちがう。❶誰もが、成長する力を持っている
❷誰もが、自分で解決していく力を持っている。
“ピア・サポート”とは仲間同士で相互に支え合う
活動⇒思いやりを行動で示せる人間を育て、思い
やりのある学校・コミュニティを創造する◆
皆さんは研修会に参加して（写真）、内容は、
1 ピア・サポートの理論 トレーニング、2
グループワーク、3 プランニング 振り返り、
と言う展開。中でも「コミュニケーション」は、
言葉そのものよりも、非言語（表情、仕草、口調
や音程、話し方）コミュニケーションが8割を占
めると言うことでした。
ピア・サポートが目差すものは、インターアク
ト精神そのものでした。知性と感性に目覚めたイ
ンターアクターたちの活躍に期待しましょう。

出席報告

例会日
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イ ンターアクト 地区大会報告

RI第2500地区インターアクト委員会
委員長 藤田 礼三（遠軽RC）

テーマ「支え合う、より良い未来へ」を基に当
番校遠軽高等学校とホストである遠軽ロータリー
クラブのご尽力により5月24日と25日の日程が無
事終了しました。
インターアクター88名（参加校10校）、顧問
11名、ロータリアンは遠軽22名他12名、100名を
超える参加者でした。
海外研修報告では、韓国のインターアクトクラ
ブとの交流で韓国の文化と歴史に関心を深めたこ
とを中心に報告がありました。
講演は遠軽教育専門相談員・小林勝則先生の
「支え合う心をコミュニティーに」に演習を中心
に生徒を楽しませながら、思いやり、奉仕の精
神、協調性、感謝を学ばせていました。初めて出
会った高校生を打ち解けた中で、グループをまと
めさせたのは、感心しました。
最後の最後まで生き生きとしたインターアクト
クラブの皆さんの行動に感動しました。地区大会
のために準備から当日のサポート等、実行委員会
の皆さんに厚くお礼申し上げます。

ニコニコＢＯＸ 乾 淳 親睦活動委員長⑦

藤田禮三君 インターA地区大会を終えて 4,400円
上田 稔君 インターA地区大会を終えて 3,000円
2018-19年度合計 474,800円

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

日野邦彦副
5月23日 41
出席委員長⑧ 5月30日 41

38
38

☆ 閉 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：石井 定男 委員
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