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遠軽ロータリークラブ

会長報告 島田 光隆 会長②
皆さん こんにちは。本日は2020～2021年度第

１回目の例会であり、今日から１年間、たいへん重
い職責を務めることとなりました。

只今、渡辺勉前会長①から会長バッチの引継ぎを
受けその責任の重さを改めて感じているところです。

渡辺前会長におかれましては１年間たいへんお疲
れさまでした。今後とも直前会長として引き続きご
指導くださいますようお願い申しあげます。

私は入会して７年目という経験少ない立場ではあ
りますが、皆さんのご協力をいただきながら遠軽ロ
ータリークラブが充実した活動を行えるよう精一杯
務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願い
申しあげます。

幹事報告 高井 一博 幹事
1．6/18理事会承認事項▷a 今月の例会プログラム

2日 新旧会長バッチ交換式／クラブフォーラム
9日 クラブフォーラム（活動計画）

16日 夜間例会 遠軽神社正式参拝
23日 休会（海の日） 「世話クラブ＝北見東RC
30日 ゲスト卓話 米山記念奨学生(北見工大留学生)
b 例会の開催方法：コロナウイルス感染予防を考慮し
ソーシャル･ディスタンスに留意し、当地域の状況を
分析しながら安全の確保を大前提に開催する。④

２．2500地区ガバナー事務所より
a 2020-21年度R国際大会案内資料(台北市2021.6.12～
16)と同大会に関するアンケート…7/30迄
b 7/1～地区松田英郎Gサテライト事務所スタート
c 地区事務所より各クラブ会員数のアンケート調査
d 「ロータリーの友」7月号の遅延

３．第4分区会長・幹事会(6月28日、紋別)
藤田G補佐と高井幹事出席：各クラブ現況報告；藤田G
補佐より地区目標と会員増強・退会防止と女性会員入
会促進の要請、以下協議；
a G公式訪問…遠軽RC：9月10日㈭、昼間に変更
会長幹事懇談会と公式訪問例会

b 地区大会…2021年5月下旬～6月開催に向け調整中
c ライラセミナーの中止
d R財団･米山奨学セミナー…10/2開催を見送り
e IM…2021年5月23日㈰、遠軽にて開催
f 2021-2022年度G補佐…滝上RCより輩出

４．新しい会員証(上期)交付、ご確認ください。

５．今月のロータリーレートは107円/＄

６．2020-2021年度上期諸会費納入をお願いします。

★開 会 点 鐘：島田 光隆 会長
★国 歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ：奉仕の理想
★四つのテスト：日野 邦彦 君⑦

第２９６５回 例 会 記 録
日時：2020年 7月 2日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン 2F
司会：乾 淳 ＳＡＡ⑥

2020～2021
Weekly Report№１

委員会報告
◇木村 一則 親睦活動委員長
・7月の誕生日、おめでとうございます。
須藤順一君③
◇須藤 順一 前年度出席委員会委員

2019-20年度例会100％出席会員22名の方に記念
品を贈呈します。⑤▷石井定男・石井朋子・乾淳・
上田稔・遠藤利秀・金谷正一・木村一則・島田光隆
・須藤順一・竹内徳治・高井一博・東海林勉・成田
弘明・日野邦彦・藤田礼三・本間克明・山田荘一・
吉川紘・渡辺勉・渡辺政俊

【名前後の○数字は写真とその中の番号】

2020年 7月 9日(木) 12:30～
クラブフォーラム
就任挨拶・活動計画

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

2020年 7月16日(木) 18:00～
夜 間 例 会

遠軽神社正式参拝／懇親会
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6月27日 44 41 30 2 78.1%
7月 2日 44 41 35 85.4%

須藤順一
出席委員長⑮

例会日 会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席数 会 員 数 アップ出席報告

【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 0158-
42-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：島田光隆 副会長：渡辺政俊
会長エレクト：本間克明 幹事：高井一博
会計：木村一則 ＳＡＡ：乾 淳
直前会長：渡辺 勉 事務局員：岡本奈津美
◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証

2020-2021年度 国際ロータリー
会長：ホルガー・クナーク(ドイツ)
第2500地区ガバナー 松田 英郎(富良野ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 藤田 礼三(遠軽ＲＣ)

編集・発行：メディア委員会
委員長：加藤幸徳 副委員長：山田荘一
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東海林勉 黒坂貴行

本日のプログラム クラブフォーラム
就任挨拶・活動計画

(要約掲載。詳細はクラブ活動計画書参照)
会長 島田 光隆 君⑧

当クラブの60年に及ぶ歴史に敬意を払うととも
に今一度設立時の原点に立ち返って全力でこの任に
当たる所存です。元気のなくなっているこの地域が
少しでも活性化するような活動を目指していきたい
と考えています。
幹事 高井 一博 君⑨
この責任の重さを強く感じています。この機会を

健康に留意して更に自分を磨く一年にしようと考え
ています。現在は先行き不透明な状況ですが、皆さ
まのお力を借りながら職責全うに励みます。
SAA 乾 淳 君⑥

正直不安が多々ありますが、上田副SAAよりいろ
いろご指導を頂きながら職務を全うしていきたいと
思います。
職業奉仕委員長 成田 弘明 君⑪
職場訪問例会は道の駅を考えています。
恒例の新入学児童への「よい子のかなかな」クリ

アファイル贈呈に付いては協議中。
社会奉仕委員長 黒坂 貴行 君⑫

環境保全の取組：コスモス園の草取りは8月6日
に実施予定。家庭学校や他養護施設への支援等はコ
ロナの影響を判断しながら努めていきたい。
国際奉仕委員長 遠藤 利秀 君⑬

ロータリー財団･米山記念奨学会への理解と協力
をお願いします。7月30日例会で世話子クラブの引
受をします。ロータリーデーはコスモスフェスタ開
催日に併せて実施予定。
青少年奉仕委員長 石井 朋子 君⑭
コロナの影響で事業中止・未定がありますが、次

世代を担う青少年の将来の成長と彼らの世界へも飛
躍する力に願いを込め支援して参ります。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長⑩
例会出席100％▶14人×＠2,000円 28,000円
石井朋子･石井定男･遠藤利秀･金谷正一･木村一則
須藤順一･高井一博･東海林勉･藤田礼三･本間克明
山田荘一･吉川 紘･渡辺 勉･渡辺政俊

渡辺政俊君 社会奉仕委員長退任 2,000円
竹内徳治君 出席委員長退任 2,000円

2019-20年度(旧) 計32,000円
須藤順一君 誕生日・出席委員長就任 7,000円
島田光隆君 会長就任 10,000円
渡辺政俊君 副会長就任 2,000円
本間克明君 会長エレクト･Ｐ委員長就任 7,000円
高井一博君 幹事就任 5,000円
木村一則君 会計･親睦活動委員長就任 4,000円
乾 淳君 SAA就任 2,000円
金谷正一君 クラブ奉仕委員長就任 2,000円
成田弘明君 職業奉仕委員長就任 2,000円
黒坂貴行君 社会奉仕委員長就任 2,000円
遠藤利秀君 国際奉仕委員長就任 2,000円
上田稔 君 副SAA就任 3,000円
渡辺 勉君 会員組織委員長就任 2,000円
加藤幸徳君 メディア委員長就任 2,000円
藤田礼三君 地区ガバナー補佐就任 5,000円

2020-21年度合計57,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：山田荘一委員
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