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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№２１

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９８５回 例 会 記 録
日時：2020年12月

3日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ ⑧

2020年12月10日(木) 12:30～

休

★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：成田 弘明 君⑩

会長報告

島田

＜疾病予防と治療月間＞

会

2021年 2月 4日(木)予定

新年交礼会(予定)

光隆 会長③

皆さん こんにちは。
先週の会長報告でもお話ししておりますが、新
型コロナウィルスの感染拡大に伴い、先週の例会
終了後の理事会において、今後の例会運営を協議
いたしました。理事の皆さんからは、様々なご意
見をいただきましたが、来年1月末までの例会を
休会することに決定いたしました。
会としての方針を定めず、出席するかどうかは
自己責任で判断することとしてはどうかとのご意
見もあったものの、道内各地でクラスターが発生
し、地域医療の逼迫度が増していること等を鑑
み、最終的に休会することで全会一致により決定
いたしました。
今年5月には、ホルガー・クナークRI会長から
も、「会員および行事参加者の健康と安全を最優
先に考え、直接に会ういかなるロータリーの会合
・行事も必須としない。」旨の通知を受けており
ますので、会員の皆さんのご理解をいただきたく
存じます。
なお、今後、感染状況が治まってくるようにな
った際は、臨時理事会を開催のうえ、例会の再開
を早めることも検討していきたいと考えておりま
すので、ご承知おき願います。
さて、話は変わりますが、この度、当クラブの
石井定男会員②が、瑞宝双光章を受章されました
ので、ここで紹介させていただきます。石井会員
におかれましては、法務行政に長く貢献されたこ
とが、この度の栄誉につながったものでありま
す。石井会員、誠におめでとうございます。後ほ
ど、会からも記念品をお贈りし、会員の皆さんと
本日のプログラム
共にお祝い申しあげたいと存じます。

記念品贈呈・謝辞

石井朋子会員①より花束、そして島田会長③よ
り記念品が石井定男会員②へ贈呈されました。
◇謝辞
石井 定男 会員
法務行政に60年以上勤めたということで、瑞
宝双光章を受けるような仕事は出来ていなかった
し、生き存(ながら)えて12月1日に88歳の誕生日
を迎えたので戴けたと思います。
どうも有難うございました。
【名前後の○数字は写真とその中の番号】

２．明後日ZOOM開催される地区財団セミナー及
び米山セミナー参加者向け資料が地区より届く。
３．本日例会終了後、理事会開催。
淳君

【名前等後の○数字は写真の番号】

④

2020～2021年度

幹事報告

遠軽ロータリークラブ 会報 第２１号
高井

一博

幹事⑪

＊理事会承認事項
１．コロナ禍に対して12月10日～1月末日まで全例会
中止。状況を見、再開の機会を臨時理事会に諮る。
尚、年明け最初の例会は新年交礼会の予定。
２．新入会員被推薦者＝佐藤和徳氏(42)、㈲佐藤石材
店代表取締役、職業分類＝石材加工。金谷会員推薦
会員組織委員会より会員候補者推薦報告を受理、承
認。7日以内に異議申立無き場合、会員に選定。
３．規程審議会制定案の郵便投票による賛否
賛成票2票を承認し郵送済み
４．次年度役員・理事選出に係る指名委員会委員選出
について：指名委員選出方法は会長一任。渡辺勉会
員、本間会員、上田会員、木村会員、髙橋会員の5
名を選出し承認。
５．クリスマス家族会中止のため、オークション益金
の一部に替え遠軽町社会福祉協議会へ前年同額の10
万円寄付。
６．先日、瑞宝双光章を受賞された石井定男会員にお
祝い品を贈呈。
７．2500地区ガバナーエレクト事務所より、
2021-22年度 2500地区｢ロータリー平和フェロー委
員会｣委員長として、東海林勉会員の推薦依頼が届
く。→東海林会員承諾済み。
同じく地区｢インターアクト委員会｣委員として成田
会員より承諾を得、共に理事会承認。
８．家庭学校よりクリスマス会の連絡あり(職員と生
徒で開催)、向陽、ひまわり、北光の夫々学園より
案内あれば例年同様の対応。祝金各１万円。
＊報告事項
a. 地区インターアクト短期海外研修(2021年3月実施
予定)はコロナ禍により中止決定。
b. RI日本事務局より疾病予防と治療月間のリソース
の案内及び12月28日まで在宅勤務体制。
c. 中湧別RCより12月の全例会中止。
d. 今月のロータリーレート=1ドル＝105円。
e. 次年度地区の主な行事：2021年(関係分）
2.27㈯ 地区チーム研修セミナー
2.28㈰ PETS
4.10㈯ 次年度地区役員、会長・幹事合同懇親会
4.11㈰ 地区研修・協議会
7.25㈰ 米山記念奨学会／ロータリー財団セミナー
10.9㈯～10㈰ 地区大会
11.23㈫㈷ ロータリー財団補助金管理セミナー
以上、会場はANAクラウンプラザホテル釧路、
または、釧路市観光国際交流センター。
※コロナ禍により、日程変更の可能性あり

出席報告

例会日

本日のプログラム
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年時総会

議長 島田 光隆 会長
只今より2020～2021年度遠軽ロータリークラブ年次
総会を開催します。
本日の議題は渡辺勉指名委員会委員長より次年度の
役員・理事を報告し、ご承認を戴きます。【承認】
2020～2021年度 指名委員会報告
委員長 渡辺 勉⑫
2021～22年度 遠軽ロータリークラブ役員理事一覧
会 長
本間克明
副会長
黒坂貴行
会長エレクト 高井一博
幹 事
髙橋義詔
会
計
島田光隆
ＳＡＡ
前島英樹
直前会長
島田光隆
理事（クラブ奉仕委員長） 渡辺 勉
理事（職業奉仕委員長）
木村一則
理事（社会奉仕委員長）
遠藤利秀
理事（国際奉仕委員長）
金谷正一
理事（青少年奉仕委員長） 石井朋子
理事（副 幹 事）
乾
淳
理事（副ＳＡＡ）
渡辺政俊

委員会報告

◇木村 一則

親睦活動委員長⑬

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
上田 稔君④
佐藤直也君⑤
・今月の誕生日、おめでとうございます。
石井定男君②
北野義樹君⑥
黒坂貴行君⑨
髙橋義詔君⑦
乾
淳君⑧

◇本間

克明 君 遠軽商工会議所専務理事⑭
釧路商工会議所より、日本製紙釧路工場の製紙事業
からの撤退の再考を求める署名活動への協力依頼が来
ておりますのでよろしくお願いします。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長⑬

石井定男君
上田 稔君
石井定男君
北野義樹君
黒坂貴行君
髙橋義詔君
乾
淳君

瑞宝双光章受章
20,000円
結婚記念日
5,000円
誕生日(米寿)
10,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
2020-21年度合計348,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：黒坂貴行委員

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
11月26日 42
出席委員長⑮ 12月 3日 42
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33
1
87.6% 委 員：吉川 紘 棚橋 忠 張江紀代美
31
79.5%
東海林勉 黒坂貴行
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2020-2021年度 国際ロータリー
会長：島田光隆
副会長：渡辺政俊
会長：ホルガー・クナーク(ドイツ)
会長エレクト
：
本間克明
幹事：高井一博
第2500地区ガバナー 松田 英郎(富良野ＲＣ)
会計：木村一則
ＳＡＡ：乾
淳
第4分区ガバナー補佐 藤田 礼三(遠軽ＲＣ) 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
【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)

