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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２９８８回 例 会 記 録

日時：2021年 4月 1日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田
稔 副ＳＡＡ ⑤
★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：佐藤 直也 君⑥

会長報告

島田

2020 ～2021

＜母子の健康月間＞

Weekly Report№２６
2021年 4月 8日(木)12:30～

例会セレモニー

2021年 4月15日(木)12:30～

例会セレモニー

光隆 会長⑦

皆さん こんにちは。
今日、4月1日から新しい年度、令和３年度が
始まります。商品やサービスの価格表示につい
て、消費税込みの総額表示が義務付けられること
から、昨晩は夜遅くまで価格表の差し替え作業を
行った事業所も多かったことと思います。この他
にも、携帯電話の料金体系が大きく変わって顧客
の争奪戦が激化する等、いろいろな制度やルール
が変わることに伴い、新たなビジネスチャンスも
生まれるのではないでしょうか。
企業経営と関係の深いところでは、今日から
「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、企業は
希望する70歳までの社員に対し、就労機会を設
ける必要が生じます。定年制の廃止や定年の70
歳への引き上げ、再雇用制度の70歳まで延長の
内、いずれかを導入することが努力義務となるも
のであり、雇用者のいる各事業者は何らかの対応
が必要となってきます。
また、中小企業においても「同一労働同一賃
金」が適用とされることとなり、正社員とパート
社員（非正規社員）との間における、不合理な待
遇格差の見直しが求められることとなります。こ
れらの雇用に関する制度変更は、少子高齢化によ
る労働人口の急激な減少と絡み、この地域におい
ても、今後重要な経営課題になってくると思われ
ます。
この他にも、北海道の約2,600種類の行政手続
きで押印が廃止となる事や、約1,200種の手続き
本日のプログラム
で書類提出が廃止され、メールやオンラインの申
請が可能となる等、国の方針に基づいて行政手続
きが大きく変わろうとしております。この点は、
大いに評価できるのではないでしょうか。
話は変わりますが、今日はエイプリルフールで
もあります。16世紀のヨーロッパが由来という
説や、古代ローマやインドが由来という説など、
色々あるそうです。興味のある方は、ググってみ
てください。イギリスでは、嘘をつくのは午前中
だけで、午後からネタばらしというルールもある

そうです。皆さんも、楽しい嘘、可愛らしい嘘
で、回りを和ます一日としてください。なお、前
段の話に、嘘はありませんのでご安心ください。
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。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。 ④
【名前後の○数字は写真とその中の番号】

2020～2021年度
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幹事報告 高井 一博 幹事⑧

1．理事会承認事項
a 4月の例会の扱いについて
全例会を昼間の例会とする。感染拡大防止の
ため学校型式とし、食事を頂いた後各報告事
項のみで開催。4月29日は休会。
b 2021-22年度における地区補助金を利用し
ての事業は、当クラブでは特に予定していな
いため覚書（MOU）は提出しない。
c 5月29日㈯、地区大会の参加：当クラブは本
会場入場者数4名まで参加可能のため、現会長
・幹事及び次期会長・幹事の参加とします。
オンライン配信については、現時点詳細不
明。詳細わかり次第追って連絡します。尚、
会員であります藤田G補佐につきましては、地
区行事があるため1日早く富良野へ入ります。
d 菊地佳子会員より一身上の都合により退会を
表明され、理事会はそれを承認。
e 職業奉仕委員会より、新入学児童に寄贈して
いる「よい子のかなかな」に代わる実用的な
ものを模索している。場合によっては、予算
の増額を今後の理事会にて要検討の可能性。
２．報告事項
f RI米山奨学記念館より賛助会員の募集依頼。
1口3,000円／年（年2回の館報）。
また、全国1人100円募金運動「100円の細い糸
が館と全国を結ぶ」を合言葉に2000年より継
続されている。それぞれご協力をお願いしま
す。詳細は事務局までお問い合わせ下さい。
g RI日本事務局より、在宅勤務を5月7日まで
延長します。メール、FAXでの対応にご協力を
との事です。
h 今月のロータリーレートは１ドル＝110円。
i このままの予定で例会が開催されると、3000
回目の例会は7月1日の次年度会長のスタート
の日となります。何かこんな事をやっては等
意見がありましたらお知らせください。理事
会にて随時協議致します。
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委員会報告

◇木村

一則

親睦活動委員長⑨

◇遠藤

利秀

国際奉仕委員長⑩

・4月の結婚記念日、おめでとうございます。
髙橋義詔君② 伊藤幸雄君
茶木義尚君
佐藤和徳君①
・4月の誕生日、おめでとうございます。
伊藤幸雄君
上田 稔君③ 高井一博君④
今年度も残り3ヶ月となりました。当委員会の
活動計画「1会員100ドルの財団年次基金への寄
付」ですが、すでにいただいている会員もいら
っしゃいますが、まだの方は本日から回覧して
おりますので、名前を記入していただき、事務
局 へ 寄 付金 を お支 払 いい た だけ れ ばと 思 いま
す。ご協力をよろしくお願いします。

◇黒坂

貴行 社会奉仕委員長⑪
何度もご案内させてもらっておりますが、4月
6日㈫、午前10時より｢春の全国交通安全運動に
係る街頭啓発の実施」を遠軽警察署庁舎前で出
発式と旗の波活動を行いますので皆様のご協力
をよろしくお願いします。

◇髙橋

義詔 次期幹事⑫
4月11日㈰、地区研修･協議会、及び分科会が
予定されております。それに伴いZOOM会議の
接続テストが4月6日㈫、7日㈬、午後4時から同6
時半までの間に、一度接続して下さいとの案内
が次年度地区事務所より来ております。
該当者の方にはそれぞれLINE等ですでに案内
しておりますので、その時間帯に接続していた
だいて4月11日の行事に参加できるようにスタン
バイして欲しいと思います。
また、ほとんどの方々がZOOMできるような
ので会場の用意をしませんが、できない方には
何らかの対応をしていきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長⑨

佐藤和徳君 結婚記念日
5,000円
上田 稔君 誕生日
5,000円
高井一博君 誕生日
5,000円
2020-21年度合計465,000円
☆閉 会 点 鐘：島 田 光 隆 会 長
☆今月会報担当：張江 紀代美 委員
2020-21_26th-02
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【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)

