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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２９９３回 例 会 記 録

日時：2021年 5月13日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳ＳＡＡ ③
★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：－

会長報告

島田

2020 ～2021

＜青少年奉仕月間＞

Weekly Report№３１
2021年 5月20日(木)12:30～

休

会

2021年 5月27日(木)12:30～

休

会

光隆 会長①

皆さん こんにちは。
今日は、ゴールデンウィークに立ち寄った「道
の駅しらたき」の話をさせていただきます。今年
の連休は、高規格道路の電光掲示板に「不要不急
の外出を控えましょう。」と表示された他、高速
道路料金も休日割引対象外となる等、例年とは異
なる雰囲気に戸惑いを感じるとともに、ドライブ
するのも少し気が引けるゴールデンウィークであ
りました。
そのような中、久しぶりに立ち寄った「道の駅
しらたき」で、美味しいカレーに巡り合ったの
で、紹介させていただきます。この施設は白滝の
㈱矢木組さんが指定管理をしており、この4月から
食堂とお土産コーナーをリニューアルしたとの新
聞記事を読んだので、さっそく行ってきました。
比布町の国道沿いのレストラン「紙ふうせん」
にいたシェフが、4月から調理しているそうで、
新聞で紹介されていたスパイスのきいた本格カレ
ーを家内と二人でいただきました。本当にスパイ
シーで、大人のカレーという感じで、とても美味
しかったです。私は「シカ肉ソーセージ」のトッ
ピングは遠慮しましたが、後で食べたことのある
人に聞くと、なかなかの味ということでありま
す。この「シカ肉ソーセージ」は、地元企業であ
る缶詰製造販売の「白楊舎」さんの製造というこ
とであります。皆さんも是非一度、チャレンジし
てみてください。
また、レジ横には、地元白滝の「パン酵房
fu-sora（フーソラ）」さんの素朴なパンが販売
されています。自家栽培した小麦とライ麦を石臼
本日のプログラム
で自家製粉して焼いたパンは、地元産のヤマブド
ウとライ麦から起こしたサワー菌を使っており、
少し硬めの食感は独特で、隠れたファンも多いよ
うです。遅い時間だと売り切れてしまう事も多い
ようですが、一度ご賞味ください。なお、「道の
駅丸瀬布」でも販売しているそうですが、どちら
の道の駅も、毎日販売しているわけではないので
留意願います。
新型コロナが、全道的に勢いを増しておりま
す。会員の皆さま、コロナウィルスには十分お気
を付けください。本日は、ご出席いただき、あり
がとうございました。

幹事報告 高井 一博 幹事②

１．地区ガバナー事務所より、5月29日㈯、開催
予定の地区大会（富良野市）は無観客開催と
なり、オンライン配信にて開催し、なお且つ
配信会場での感染リスク軽減のため、演出方
法の変更により時間短縮しての開催も検討。
詳細は後日。
【2面右段へ】④
【名前後の○数字は写真の番号】
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2020～2021年度

新旧理事会

（5月13日13時_パールの間⑥）
議題：次年度に向けての引き継ぎ事項
及び今後の予定について
□職業奉仕部門：成田弘明現委員長
①表彰予定だった遠軽高校吹奏楽局顧問の高橋
先生を次年度に表彰し、併せてゲスト卓話を
して頂きたい（日程調整を含めて本人承諾）。
＊参考：当委員会による被表彰者について→遠
軽高等学校吹奏楽局顧問の高橋利明先生は同
校に2009年赴任後、10数年に亘り日夜同吹奏
楽局の技術向上に尽力され、全道大会出場常
連校となり全国大会にも駒を進め、更なる飛
躍が期待される。
→次年度担当委員会了解：12月3日の委員会担当
例会にて表彰し、ゲスト卓話を頂く予定＜以
上、昨年11月5日の幹事報告にて報告済み＞
②「よいこのかなかな」に代わり、実用的なも
のをという事で「画板」を贈るため来期以降
に於いても現行よりプラス10万円程度の予算
増額要求を。
□社会奉仕部門：黒坂貴行現委員長
現行通りの事業をお願いしたい。コロナ禍に
より柔軟な対応を。
□国際奉仕部門：遠藤利秀現委員長
ロータリーデー開催にあたり、今年のコスモ
スフェスタは既にイベントの中止が決まって
いるため、別個に開催を検討してほしい。
2021-22年度RI会長シェカール・メータ氏も
「ロータリー奉仕デー」を推奨している。
また、「あたなも100＄を」も地区補助金の原
資となっているため、今後も継続協力推進を。
□青少年奉仕部門：石井朋子現・新委員長
中学生野球大会をはじめ、現行通りを基本に
進める。
昨年中止の地区ライラセミナー（第4分区担当
・紋別開催）への協力（コロナ禍の影響？)。
現時点では協力要請なし。
□会員組織委：渡辺勉現委員長
女性会員の勧誘及び若い世代の会員加入促進を。
□他：釧路ベイRCとの友好クラブ関係の位置付
け～釧路ベイRCと隔年で親睦を持ってはどう
か→親睦活動委員会にて対応を（都度、理事
会にて承認は必須として）

出席報告

例会日

幹事報告 【1面より】
２．地区ガバナーエレクト事務所より、次年度
地区幹事の変更について
次期地区幹事・成田郁夫様のご逝去により、
地区幹事代理の池田圭樹氏が幹事となる。
３．地区ガバナーエレクト事務所より
例年ガバナー月信については、3部は各クラブ
無料にて配布。次年度は、地区予算の減額の
声がガバナー事務所へ多く寄せられ、漆崎年
度はそれを減額。その内容は、松田年度より
総額7,862,025円減額し、また吉田年度より総
額7,641,900円減額。よって無料配布3部を有料
としたい為、部数の変更を5月21日までに申込。
４．故成田郁夫様（釧路ベイRC）の葬儀にあた
り、喪主の和子様より礼状。
５．遠軽町芸術文化交流プラザに地区補助金を
利用してインフォメーションディスプレイを
贈る事業について、別途追加負担を理事会に
て承認後（既報）、更に追加が必要となり、
町側と協議した結果、町側がその対応をする
事となる。
６．例会欠席または出席に対する事務局への連
絡締切時刻について「再度」ご案内します。
現行例会当日の午前10時までを、ホテル側の
より効率的な運用のため遅くとも前日の午後4
時までとする。尚、急な欠席または出席が発
生した際は従来通り柔軟に対応するとのこと。
努力目標として皆様のご協力をお願い致します。
７．新旧理事会を13時より開催します。

ニコニコＢＯＸ 長嶋 宏明 親睦活動委員④

本前信之君 誕生日
前田篤秀君 誕生日
木村一則君 無断欠席

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
5月 6日 42
出席委員長⑤ 5月13日 42

39
39
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