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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２９８７回 例 会 記 録

日時：2021年 3月25日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ ④
★開 会 点 鐘 ：島田 光隆 会長
★国
歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

会長報告

島田

2020 ～2021

＜水と衛生月間＞

Weekly Report№２５
2021年 4月 1日(木)12:30～

例会セレモニー

2021年 4月 8日(木)12:30～

例会セレモニー

光隆 会長①

皆さん こんにちは。
先週は、約3か月半振りの例会でありました
が、 多くの会員の方に出席いただき、延期して
いたイベント等も順調に進行することができまし
た。会員の皆さんには、改めてお礼申しあげま
す。このように教室方式で、コミュニケーション
を取りづらい状況ではありますが、ロータリー精
神である「好意と友情を深める。」をもって、こ
の環境を乗り越えて行きたいと思いますので、皆
さん、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナウイルス感染症につきまして
は、感染力の強い変異ウイルスの拡散や、一部の
県において大規模クラスターが発生する等、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ます。これから
4月に入りますと、北見市は12日から、紋別市は
19日から、高齢者向けワクチンの接種が始まる
旨の報道がなされており、遠軽町においても一日
も早い接種が望まれます。
話は変わりますが、今日は「Go To Eat 食事
券」について、お話させていただきます。昨年の
11月から全道で発売されましたが、感染拡大に
伴い、現在は販売を一時中止しているところであ
ります。今般、3月21日をもって、緊急事態宣言
が全面解除されたことから、新年度の4月から販
売再開を模索しているようであります。現在は、
テイクアウト、デリバリー、同居家族4人以内の
会食時の利用は可能となっており、遠軽町内にお
本日のプログラム
いては、レストランがんぼう、レストランタカハ
シイン、レストランノースキング、トリトン、ミ
ートパビリオンYOSHIKAWA様等、15施設にお
いて利用可能となっております。
食事券1万円分のチケットを8,000円で購入で
き、とてもお得であり、使用期限は6月末までと
なっております。販売再開の際は、新聞等で公表
されると思いますが、食事券の販売は、遠軽町、
湧別町、佐呂間町においては、遠軽信用金庫の本
支店の店頭に限り販売しており、他の金融機関で
は取り扱っておりませんので、ご注意願います。

本日も、感染予防に留意のうえ、例会を進行
させていただきますので、皆さんのご協力をお
願い申しあげ、会長報告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。

幹事報告 高井 一博 幹事②
１．北光学園様より奨学金受領に関する御礼状。
進学の2名の方は在学証明書にて進級を確認
後、園より振り込むとの事です。
２. 軟式野球連盟遠軽支部様より令和3年度各
種大会の開催依頼。
・遠軽ロータリークラブ旗争奪中学校野球大
会新人戦＝令和3年9月25日㈯～26日㈰
３．本日例会終了後理事会を開催致します。理
事及び役員の方よろしくお願いいたします。
④
【名前後の○数字は写真の番号】

遠軽ロータリークラブ 会報 第２５号

2020～2021年度

2021－22年度 PETSセミナー報告

[ZOOM:2021.2.28]

会長エレクト 本間 克明③
次期幹事 高橋 義詔
・2021－22年度ＲＩ会長テーマ
シェカール・メータ（インド）会長エレクト：
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために｣
・ロータリアンが奉仕し続けるのは、人びとの人
生を豊かにしたいという願いからです。
・奉仕するとき、誰かの人生だけでなく、自分の
人生も豊かになります。
・私たちには、奉仕し、みんなの人生を豊かにす
る力と魔法があります。
・2021－22年度 RI第2500地区ガバナー方針
漆崎 隆(釧路ベイRC)ガバナーエレクト
＜地区スローガン＞
「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」
＜地区活動方針＞
地区の明るい未来の為に、地域の人々と「親睦
と持続可能な奉仕活動の推進」
１．会員増強の目標をたて実行しましょう。
２．あと一歩のポリオ根絶に協力しましょう。
３．戦略計画委員会を立ち上げ、クラブの活性化
をはかりましょう。
４．今期も寄付ゼロクラブをなくしましょう。
５．米山留学生の母国を理解し親交を深めましょう。
６．ＲＬＩを推進しましょう。
７．「ロータリー奉仕デー」を地域の人々と共に
実施しましょう。
８．ローターアクターと種々の行動を共に行いま
しょう。
９．家族同伴例会を増やし、パートナーや家族に
ロータリー活動の理解と共に、素晴らしさ
・楽しさを味わってもらいましょう。
※ガバナー公式訪問日程：9月16日㈭予定。

委員会報告

◇黒坂 貴行 社会奉仕委員長⑤

｢春の全国交通安全運動に係る街頭啓発の実施」
を4月6日㈫午前10時より遠軽警察署庁舎前で出発
式と旗の波活動を行います。必ずマスク着用。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長⑥

河原英男君 結婚記念日
5,000円
橋本政司君 結婚記念日
5,000円
前田篤秀君 結婚記念日
5,000円
橋本政司君 (1月)誕生日
5,000円
佐藤直也君 誕生日
5,000円
張江紀代美君 祥月命日
5,000円
佐藤直也君 無断欠席
2,000円
2020-21年度合計450,000円

出席報告

例会日

地区チーム研修セミナー報告

[ZOOM:2021.2.27]

次年度地区研修委員長講話(要約)

足立 功一 委員長(PDG、釧路北RC)

今は｢VUCA(ブーカ)の時代」と言われています〔VUCA
： V o l a t i l i t y (変 動 性 ） 、 U n c e r t a i n t y ( 不 確 実 性 )、
Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字〕。
世の中のあらゆる環境が激変して将来予測が困難な状
態です。具体的に、まず雇用、働き方の変化、終身雇用
性が崩れてくるでしょう。在宅でのテレワーク、また副
業が奨励されています。成果主義が出てきています。経
済環境はコロナで大きなダメージを受けたので暫くの間
は低成長が続いて、もしくは来年あたりからはマイナス
成長になる可能性がある。
そして企業競争の環境変化。最後に起こることは今
後、企業や会社が個人の人生全般に責任を持つことが厳
しくなってきている。私たちは自分自身で自分の道を切
り開いて行かなければならない時代になった。
そして、ロータリーも然り。VUCAの時代に私たちは大
きな変化に取り残されないよう、そして私たちはロータ
リーに対してどのような対応が取れるかを皆さんで考え
ていただきたい。今は変化のないクラブの状態が来年に
は急激な会員減少を招き存続していないかもしれません。
皆さんは漆崎ガバナー年度を牽引して下さる素晴らし
いチームの一員であります。漆崎ガバナーの思いを是非
実現していただきたいと思います。そのことを充分頭に
入れて各分区のガバナー補佐や地区役員の皆様には活動
して欲しいと思います。しかし、地区内で例会を開催し
ていないクラブ、またWebで例会開催しているからクラ
ブ訪問に行かなくてもいいクラブもありますし、ＩＭは
中止だから、と考えるとガバナー補佐の皆さんにとって
は就任しても何もしないということになってしまいます
ので、皆さんの年度はそれで終わってしまいます。また
各委員会に於いても予算案等をそのまま前年踏襲するの
ではなく、この時期だからこそ出来ること、しなくては
ならないこと、を立案して欲しいと思います。
クラブ消滅は急にやってきます。私の年度でも二クラ
ブが消滅しました。会員の皆さんは定例の例会がなけれ
ばやる気をなくしてしまいますし、いざコロナが終息し
たときにはクラブがないというような状況になってしま
いますから注意をしていただきたいと思います。
今は信頼できる仲間と如何に自分たちの仕事と生活を
守ってロータリー活動を細々とでも良いから続けてほし
いと願うばかりです。まずは自分のクラブから一人でも
退会者を出さないこと、これに気を配っていただきたい。
RI会長エレクトのテーマ「奉仕しよう みんなの人生
を豊かにするために」、私は久しぶりに親睦に関連した
わかりやすいテーマであると感じています。目指すとこ
ろは会員増強と奉仕活動、これが皆様に課せられた一番
の目標です。どうか一年間、チームワークを良く、情報
交換を密にして最後は素晴らしい成果が上げられますよ
うにご協力を宜しくお願い申し上げます。

☆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
アップ

須藤順一
3月18日 43
出席委員長⑦ 3月25日 43

40
40

2021(令 和 ３)年 4月 1 日 発 行 (2)

編集・発行：メディア委員会

委員長：加藤幸徳

2020-21_25th-031

副委員長：山田荘一

32
3 81.5%
委 員：吉川 紘 棚橋 忠 張江紀代美
28
65.1%
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)
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ＳＡＡ：乾
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◇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)

