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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
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９８６回 例 会 記 録

日時：2021年 3月18日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ ⑧
★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⑨

2020 ～2021

＜水と衛生月間＞

Weekly Report№２４
2021年 3月25日(木)12:30～

例会セレモニー

2021年 4月 1日(木)12:30～

例会セレモニー

入 会 式

2020～21年度遠軽ロータリークラブ島田光隆会
長②より佐藤和徳会員①へ｢ロータリーの心得｣とバ
ッジが進呈されました。
◇佐藤和徳会員
◆1978年1月9日生
◆推薦者：金谷正一会員⑩
◆勤務先：(有)佐藤石材店 ◆役職：代表取締役
◆学歴：北海道遠軽高等学校
◆結婚記念日：4月29日 奥様名：博美 様
◆趣味：スポーツ全般、特にラグビー
◆所属委員会：職業奉仕委員会／親睦活動委員会
◆挨拶：父が生前大変お世話になり、葬儀の際には
皆様から沢山のご厚情を賜り佐藤家を代表して御礼
申し上げます。その後約20年の時を経て私が入会
させて頂くことも縁を感じています。
今後は奉仕のために修練して参りたいので皆様の
ご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお願いします。

会長報告

島田

光隆 会長

皆さん、こんにちは。大変ご無沙汰しております。
直近の例会が、昨年の12月3日でしたので、多く
の会員皆さんとは、約3か月半振りにお会いすること
本日のプログラム
となりました。このようなスタイルとは言え、こう
して会員の皆さんの元気なお顔を拝見できたこと
を、とてもうれしく思っております。
さて、新型コロナウイルス感染症につきまして
は、漸く落ち着きを見せてきているところでありま
す。今年1月8日に発令された緊急事態宣言も、3月
21日には首都圏の１都３県で解除されることが、本
日、正式に決定されるとのことであり、約2か月半に
及んだ緊急事態宣言も、これで全面解除の見込みであ
ります。
感染力の強い変異ウイルスの拡散等、一部で懸念さ
れる情報も散見されますが、北海道を含め全国的には
概ね鎮静化に向かっており、少し安堵しているところ

であります。今後は、ワクチンが安定的に輸入さ
れ、全国でワクチン接種がスムーズに実施されるこ
とで、感染症が、一日も早く収束することを願うば
かりでございます。
話は変わりますが、昨日、奨学金・学友小委員会
の地区委員である高井幹事と私の二名で、児童養護
施設である北光学園を訪問し、今年進学される給付
対象者2名に対し、それぞれに奨学金5万円の目録を
お届けして参りました(②-③)。既に進学済みの進級
者に対しては、各6万円となっており、贈呈した奨学
金の合計額は22万円であります。
面会したお二人は、今年、遠軽高校を卒業した二
名の女子生徒で、遠軽高校の実力試験で学年トップ
を取った方もおり、とてもしっかりした口調で、奨
学金のお礼と将来の目標について、話を聞かせてい
ただきました。これまで、とてもご苦労されてきた
とは思いますが、これからも頑張っていただきたい
と、切に思った次第であります。
本日は、3か月半振りの例会ということで、盛り
だくさんの内容となっておりますが、感染予防に留
意のうえ進行して参りますので、皆さんのご協力を
④
お願い申しあげ、挨拶とさせていただきます。本日
は、ご出席ありがとうございました。
【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

◇藤田 礼三 第4分区ガバナー補佐⑫

幹事報告 高井 一博 幹事⑪
１．3月は「水と衛生月間」により、RI日本事務局よ
り電子ファイルによるリソース案内。
２．町教育委員会より、生涯学習関係一覧表｢えんが
るマナビィ情報｣への当クラブの情報掲載照会と
掲載依頼。例年掲載。依頼済み。5月配布。
３．3月17日、島田会長②と共に北光学園様を尋
ね、堤園長先生③立会いのもと地区奨学金の目録
贈呈。本年は進級2名と進学2名の計4名。
４．地区G事務所より会員数分の手指消毒液とクラ
ブあてに非接触型体温計が届く。
５．2020-21地区大会、5月29日㈯開催案内。
大会本会議は入場制限(会長・幹事含め各クラブ会
員数の1割まで、当クラブ4名)し、別会場及びオ
ンライン配信併用開催。地区内RC全員登録(登録
料無。資料等全会員配布)。申込締切：3月26日。
12:00 登録受付開始～16:30 大会終了予定。
６．地区G事務所より、2021-22年度地区補助金利用
の事業予定クラブは覚書(MOU)を3月末まで提出。
７．地区G事務所より、2020-21年度補助金実施状況
の確認～中止、変更等の場合は地区補助金小委員
会へ相談。年度内の事業完了と報告書提出必須。
８．遠軽高等学校より令和3年度入学式コロナウイル
ス感染症拡大防止のためご臨席遠慮連絡。
９．｢春の全国交通安全運動」に係る街頭啓発への参
加協力依頼：4月6日㈫、10時より。遠軽署前。
10．ロータリー国際大会(6月、台湾)はバーチャル大
会となります。
11. 今月のロータリーレートは1ドル＝106円。

出席報告

例会日

5月23日開催予定の第4分区ＩＭは、実行委員会を
立ち上げて頂きスタート、大変ご協力を頂きました
が、他分区全中止、地区大会も縮小となり、島田会
長、東海林実行委員長と協議の結果、残念ながら中
止決定をいたしました。
◇東海林 勉 IM(都市連合会)実行委員長⑬
只今、藤田ガバナー補佐報告の通り第4分区IMは
中止となりましたので実行委員会を解散いたします。
◇木村 一則 親睦活動委員長⑮
・3月の結婚記念日、おめでとうございます。
棚橋 忠君
河原英男君
橋本政司君
前田篤秀君
渡辺 勉君⑦
・3月の誕生日、おめでとうございます。
佐藤直也君
山田荘一君⑤
藤田礼三君④
茶木義尚君
・今月祥月命日を迎える会員に供花を贈ります。
張江紀代美君⑥
◇本間 克明 会長エレクト⑭
2021-22年度 遠軽RC クラブ奉仕部門の各委員長
を発表させいただきます。
会員組織委員会委員長
成田 弘明 君
出席委員会委員長
須藤 順一 君
メディア委員会委員長
東海林 勉 君
親睦活動委員会委員長
大西 孝拡 君
プログラム委員会委員長
河原 英男 君
情報委員会委員長
遠藤 利秀 君
◇髙橋 義詔 次期幹事⑯
4月11日㈰、地区研修･協議会がZOOMにて開催さ
れます。該当者には開催方法等を検討して、後日ご
案内させていただきますので宜しくお願いします。

◇成田 弘明 職業奉仕委員長

例会終了後、職業奉仕委員会を開催します。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長

奥山雅行君
棚橋 忠君
渡辺 勉君
島田光隆君
河原英男君
乾 禧實君
片石忠洋君
山田荘一君
藤田礼三君

(2月)結婚記念日
5,000円
結婚記念日
5,000円
結婚記念日
5,000円
(1月)誕生日
5,000円
(1月)誕生日
5,000円
(1月)誕生日
5,000円
(1月)誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
2020-21年度合計418,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：吉川 紘委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
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須藤順一
12月 3日 42
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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)

