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2020 ～2021

Weekly Report№１８

日時：2020年11月12日(木)12:30～

2020年11月19日(木) 18:00～

会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ

夜間 例 会 ： 懇 親 会
親睦活動委員会

★開 会 点 鐘 ：島田 光隆 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

ＳＡＡ

乾

＜ロータリー財団月間＞

2020年11月26日(木) 12:30～

会員卓話：佐藤直也君
会員組織委員会

副委員長

淳 ＳＡＡ②

本日は演壇での発言者もマスク、またはフェイ
スシールド等の着用をお願いします。

会長報告

島田

光隆 会長①

皆さん こんにちは。今日は遠軽町のふるさと
納税についてお話ししたいと思います。
皆さんご存知のとおり「ふるさと納税」は生ま
れ育った町や応援したい町など住んでいる自治体
以外の自治体に対して寄付し、確定申告などの手
続きを行うことにより所得税や個人住民税から寄
付額の2,000円を超える部分が控除される制度です。
役場の関係者に聞いたところ、遠軽町は令和元
年度において約23百万円の寄付をいただいてお
りますが遠軽町民が行う他の自治体へのふるさと
納税も増えていることから実質的にはイーブンと
のことです。隣の紋別市では昨年77億円の寄付
金を集め大きな話題となっており市役所の建て替
え計画を早めるとの報道もあります。
そこで、ふるさと納税の業務受託者である遠軽
商工会議所が新たな返礼品を企画するとともに、
インターネットからの納税申し込みの窓口を「ふ
るさとチョイス」と「ANAのふるさと納税」の2
か所から、新たに「楽天ふるさと納税」を加え3
か所に増強しております。
返礼品については北海道遺産である「雨宮21
号」のレールから製作したオーダーメイドの印鑑
とレールの輪切り、そして木製収納ケースをセッ
トにしたものを「鉄印21号」として10万円また
本日のプログラム
は12万円の返礼品として新設し鉄道ファンに対
し強くアピール中です。鉄道マニアにはお金に糸
目をつけない方も多く今後が楽しみです。
遠軽信金も地域貢献の一環として今月から全営
業店23 か店と本部の応接コーナーに「鉄印21
号」の現物とパンフレットを展示し遠軽町のふる
さと納税を応援中です。昨日も札幌や旭川からの
来客に対し、木製の機関車と鉄の印鑑を見ていた
だくとともにパンフレットを手交してPRしたと
ころであり、遠軽町へのふるさと納税が増えるよ
う心から期待しております。

幹事報告

高井

一博 幹事③

1．規程審議会制定案の郵便投票による賛否の実施
制定案と見解表明案の締切日改定の件→｢前年
度12月末日｣を｢前年度6月末日｣、釧路RC提案。
2．遠軽町より「太陽の丘えんがる公園虹のひろ
ば」1年間のご支援の礼状。
3．RI指定旅行代理店東日観光㈱より台北大会に
係る参加旅行募集案内。
4．手続き中の新入会員(会員組織委員会承認）の
報告。(有)佐藤石材店 代表取締役 佐藤和徳氏
(42歳)。12/17のクリスマス家族会にオブザー
バー参加して頂き、１月最初の例会にて入会式
を予定。推薦者は金谷会員。
5．吉川会員より「えんがる防災情報メール」登
録のお願い。（別紙配布）

委員会報告

◇本間 克明

会員（遠軽商工会議所）
旭川・紋別自動車道の遠軽上湧別間のアンケー
ト調査回答期限が11月13日。ご協力お願いします。
◇藤田 礼三 第4分区ガバナー補佐(原稿)
1. ライラセミナー次年度繰越。遠軽RCの協力要請。
2. 次期ガバナー補佐は滝上RCより選出。
3. 2021-22年度RID2500ガバナー選出は紋別RC
または紋別港RCから候補要請。
④
4. 第4分区IMが来年5月23日㈰、当クラブホスト
で開催、協力要請。
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本日のプログラム
会員増強について

会員増強委員会

会員増強委員会

渡辺

勉

委員長

私が会長の時の2019ｰ20年度の会員増強目標は
10％、4名でした。皆様のご協力により5名の新
会員をゲットしました。残念ながら現役1名の退
会者が出ましたが、吉田潤司ガバナーから「会
員増強･拡大賞」を戴くことが出来、感謝申し上
げます。
お手元に2枚の表を配布しております。
先ず「遠軽ロータリークラブ 会員年齢およ
び入会歴」の表＝2020年10月末現在＝では、
「平均年齢＝66.52歳」、
「平均入会(ロータリー)歴＝10.88年」、
「最高年齢＝西尾博行会員：94歳」、
「最少年齢＝大西孝拡会員：45歳」、そして
「最長会員歴＝北野義樹会員：40年」。
42名会員中でJCOBは42.8％を占めています。
次 に 「 遠 軽 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 員数 の 推
移」ですが、過去10年間の入･退会者、年齢等の
データです。（グラフ参照）
先ほど、高井幹事から「新会員1名手続き中」
の報告のとおり、1月から佐藤和徳氏が入会しま
す。古い話ですが彼の父･佐藤竹夫氏も仲間でし
たが、私の父をいつも例会場まで乗せてくれて
大変お世話になりました。彼も私もJCOBで皆さ
んや今年の入会者も良くご存じだと思います。
実は先日、成田会員たちと候補者3人を焼き肉
屋に招待して勧誘し意向打診の結果、佐藤さん
（42歳）1人が決まりました。若い会員が仲間に

出席報告

例会日
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なって、末永く活躍して戴くためには皆さんの
サポートがないと難しいと思います。
先週、厚生病院の稲葉院長に講話を戴きまし
たけれど、昔、水元院長が入会していたことが
あるので是非入って戴きたいとお願いをしまし
たけれど、やはりサポートをしないとお願いだ
けでは道筋が付かない。今考えているのは幹事
にお願いして事務長に文書を出してもらってお
願いに行こうと思っています。返事を待ってい
るだけでは途切れてしまう。厚生連に強い方が
いればよろしくお願いをしたいと思います。
会費のことですが、次年度にお願いしたいの
は、これから非常に厳しい時代を背負っていく
人たちが、多分入会してくるんだろうと思いま
すので、年会費（14万円）は別としても、入会
金ぐらいは少し考えた方が良いのかなと思います。
勧誘の時、「いくら掛かりますか？」、「やは
り20万円くらい掛かります」と言うと、少し考
える人もいるようですし、これから厳しい時代
を迎えるに当たり、少しでも入会し易くするた
め次年度から少し考えて戴ければ良いのかなと
思います。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長④

河原英男君

またまた落第につき
5,000円
2020-21年度合計293,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：張江紀代美委員
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