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2019 ～2020

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

Weekly Report№ １

日時：2019年 7月 4日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン 2F
司会：木 村 一則 ＳＡＡ ④

クラブフォーラム

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９２６回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘 ：渡辺 勉 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ：奉仕の理想
★四つのテスト：棚橋 忠 君

2019年 7月11(木) 12:30～

2019-20年度 就任挨拶・活動計画

2019年 7月18(木) 18:00～

夜間例会：遠軽神社正式参拝

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

懇親会：ビジネスホテル タカハシイン

遠藤利秀直前会長㊧より渡辺勉新会長㊨へ会長バッ
ジが引き継がれ、新会長よりパスト会長バッジが直
前会長に渡され、今後の健闘を誓ってガッチリ握手！

入 会 式

2019～20年度遠軽ロータリークラブ渡辺勉会
長①より大西孝拡新会員②へ「ロータリーの心
得」とバッジが進呈されました。
◇大西孝拡会員
◆1975年8月4日生
◆推薦者：渡辺勉会員
◆役職：有限会社ウエノ 代表取締役
◆結婚記念日：10月5日 奥様名：木実(このみ)様
◆学歴・職歴
北海道東海大学 工学部 海洋開発工学科卒
(株)パブリックセンター バリューライフジャ
パン 北海道エナジティック(株) (有)ウエノ
◆趣味：旅行、食べ歩き
◆特技：野球（元甲子園球児）
◆挨拶：以前、JCとRCとの交流会で、いつかこ
の日が来るのかな、と思っておりました。
皆様のお力を借りながら一歩一歩歩んでいきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
本日のプログラム

会長報告

渡辺 勉 会長①
こんにちは！ 今日より、新年度、私にとって
重い職を務めることとなり、2019年度、第１回
目の例会を迎えました。非常に責任の重さを感じ
ています。前年度会長の遠藤さん、1年間大変ご
苦労様でした。
2名の新入会員を迎え、良いスタートを切りま
した。本年度は創立60周年式典もあり、皆様方
メンバーと協力し合い、良い一年を過ごすことが
できますよう願っています。

幹事報告

本間

克明 幹事③

１．遠軽商工会議所から創立70周年記念式典並
びに祝賀会の案内。
開催日：8月30日(金)15:00～
２．ひまわり学園および北海道家庭学校から運動
会にかかる礼状。
３．ガバナー事務所より、第2500地区地区事務
所の案内。
４．ガバナー事務所より、第2500地区の年次寄
付の連絡：地区内全67クラブの寄付を確認。
５．ガバナー事務所より、2018－19年度ガバナ
ー月信の原稿掲載の案内。
６．2019－2020年度上期諸会費納入のお願い。
７．会員証(上期)を交付しました。ご確認を。

④
８．7月のロータリーレートは、１ドル＝108円。
【名前後の○数字は写真とその中の番号】
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委員会報告

◇乾

淳 前親睦活動委員長

1．今月の誕生日、おめでとうございます。
須藤順一君⑤
2．今月の夜間例会は7月18日㈭18時より遠軽神社で
正式参拝、懇親会はビジネスホテル・タカハシイン。

◇須藤 順一 前出席委員長

2018-2019年度例会100％出席会員18名の方に記念
品を贈呈します。(頭の○数字は達成年数。敬称略)
①乾 淳 ⑩上田 稔 ⑩海野 功 ⑦遠藤利秀
㉑金谷正一 ⑨木村一則 ⑧黒坂貴行 ⑪佐久間英昭
⑦佐藤直也 ⑤島田光隆 ⑤須藤順一 ②本間克明
③高井一博 ⑳竹内徳治 ⑳東海林勉 ⑫渡辺政俊
⑫藤田礼三 ①渡辺 勉
【写真右】

◇成田 弘明 60周年実行委祝賀委員長

例会終了後、ロビーで60周年の祝賀委員会を開催
しますので、委員の方の出席をお願いします。

◇金谷 正一 60周年実行委員会幹事

7月16日㈫18時より当ホテルで実行委員会を開催、
役員と各委員会副委員長以上の出席をお願いします。

◇本吉 春雄 メディア委員

｢ロータリーの友｣今月号｢卓話の泉｣欄(縦組18頁)
に、昨年11月15日例会の石井朋子会員の会員卓話
(会報第18号)が掲載されました。ご一読下さい。

本日のプログラム クラブフォーラム
就任挨拶・活動計画(クラブ活動計画書参照)

会長 渡辺 勉 君
会員増強や奉仕活動を通して、人創り、街創り
に貢献！ そのために新入会員4名以上の獲得を
目指します。家族が参加できる事業に取り組んで
欲しい。一年間、どうか宜しくお願いします。
幹事 本間 克明 君
会長を補佐し、情報の共有を図りながらクラブの
運営と活動がうまく行くように心がけて参ります。
SAA 木村 一則 君
二度目なので、楽しめる・役に立つ例会の一助に
なりつつも、規律をもって進行をしていきたい。
クラブ奉仕委員長 黒坂 貴行 君
三度目です。クラブ奉仕6委員長と調整をして
活動、特にプログラムと親睦活動に関しては密接
に連絡・調整をしていきたい。
職業奉仕委員長 棚橋 忠 君
二回目です。自らの出席率を向上させつつ、活動
計画書遂行していきたいので宜しくお願いします。
社会奉仕委員長 渡辺 政俊 君
特に交通安全への協力について、新入学生にも

できることがあればロータリーとしてやりたい。
国際奉仕委員長 須藤 順一 君
私にとっては荷が重いですが、委員会と皆様の
ご協力を得て任を果たしていきたい思います。
青少年奉仕委員長 乾
淳 君
次世代を担う青少年が心豊かに成長できるよう
奉仕活動を通じて支援して参ります。

ニコニコＢＯＸ

乾 淳 前親睦活動委員長
出席100％▶
各2,000円×12名=24,000円
・乾 淳君・金谷正一君・高井一博君
・渡辺勉君・本間克明君・東海林勉君
・藤田礼三・竹内徳治君君・島田光隆君
・上田稔君・木村一則君・佐久間英昭君
佐藤直也君 C奉仕委員長、P委員長退任 4,000円
東海林勉君 幹事退任
5,000円
高井一博君 国際奉仕委員長退任
2,000円
上田 稔君 SAA退任
2,000円
■
■2018～2019年度 計37,000円
渡辺 勉君 会長就任
10,000円
上田 稔君 副会長就任
5,000円
本間克明君 幹事就任
5,000円
佐久間英昭君 会長エレクト就任
5,000円
木村一則君 SAA就任
3,000円
高井一博君 副幹事就任
2,000円
金谷正一君 副SAA就任
3,000円
棚橋 忠君 職業奉仕委員長就任
5,000円
須藤順一君 国際奉仕委員長就任
2,000円
黒坂貴行君 クラブ奉仕・R情報委員長就任4,000円
竹内徳治君 出席委員長就任
2,000円
乾
淳君 青少年奉仕委員長就任
2,000円
石井朋子君 メディア委員長就任
2,000円
前島英樹君 親睦活動委員長就任
2,000円
東海林勉君 地区会員増強委員長就任
5,000円
須藤順一君 誕生日
5,000円
東海林勉君 サイクリング715㎞完走
3,000円
2019-20年度合計 65,000円
☆ 閉 会 点 鐘 ：渡辺 勉 会長
☆今月会報担当：本吉 春雄 委員
2019-20_01st-03

出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
編集・発行：メディア委員会
例 会 日 会員
数 会 員 数
アップ
委員長：石井朋子 副委員長：竹森英樹
竹内徳治
6月29日 41
38
28
4 84.2%
委 員：高井一博 東海林勉 山田荘一
出席委員長 7月 4日 42
39
32
82.1%
本吉春雄 吉川 紘 大西孝拡
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2019-2020年度 国際ロータリー
副会長：上田 稔
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国) 会長：渡辺 勉
会長エレクト
：佐久間英昭
幹事：本間克明
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
会計：島田光隆
ＳＡＡ：木村一則
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ) 直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

出席報告

◇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)

