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遠軽ロータリークラブ

会長報告 島田 光隆 会長①
皆さんこんにちは。
本日は、先月行われました国際ロータリー第2500

地区2020-2021年度地区大会の報告をさせていただ
きます。

今回の地区大会は、新型コロナウィルスの感染拡
大防止のため、参加人数を制限したうえ、富良野市
において開催する予定でありましたが、直前になっ
てWEB会議形式にて行われることとなり、「へそと
スキーとワインの町」富良野市への訪問は、残念な
がら叶いませんでした。

5月29日の土曜日午後1時から始まった地区大会
は、事前にリモート収録した映像を配信する形式で
ありましたが、オープニング映像で富良野の四季の
風景が流れ、松田ガバナーが堤防を歩きながら、道
々で各分区を訪問する構成とするなど、色々な制約
がある中にも趣向を凝らした内容でした。特に、富
良野市街を一望できる丘の上にある「ふらのワイン
ハウス前」で行われた松田ガバナーの点鐘と開会挨
拶は、十勝岳連邦のパノラマをバックに行われるな
ど、とても素晴らしいものでした。

松田ガバナーの挨拶では、ホルガー・クナークＲ
Ｉ会長のテーマである「ロータリーは機会の扉を開
く」に触れるとともに、自分自身の中での善い行い
を導くため、基準を決めて「ランクアップしましょ
う」を地区テーマとしたことに言及されました。こ
れからも、ロータリアンとともに、自分自身、地域
社会、世界のために「善いことをする」という発言
が、とても印象に残る挨拶でありました。

私はこの1年、「地域とともに頑張りましょう」を
テーマに活動してきました。コロナ禍に負けない
で、この地域が1日も早く日常を取り戻すことが出来
るよう頑張ってまいりましたが、不完全燃焼気味で
あることは否めません。この後は、次年度の本間会
長にバトンを引き継ぎ、直前会長として何がしかの
サポートを心掛けていきたいと考えております。
結びとなりますが、この1年間の会員各位のご協力に
感謝申しあげ、私の最後の会長報告とさせていただ
きます。

皆さん、長い間、どうもありがとうございました。

幹事報告 高井 一博 幹事⑩
1．会報第32号(6月10日発行)にて周知した新入会員

候補者の益井伸也氏、井上英勝氏へ異議の申立は
なく、次週7月1日㈭の例会で入会式を行う。

2．遠軽町芸術文化交流プラザに地区補助金を利用し
たインフォメーションディスプレイ寄贈事業はロ

★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：福家 貢 君⑨

第２９９４回例会記録
日時：2021年6月24日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン
司会：乾 淳ＳＡＡ⑫
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2021年 7月 8日(木)12:30～
クラブフォーラム
就任挨拶・活動計画

2021年 7月 1日(木)12:30～
クラブフォーラム
入会式･就任挨拶･活動計画

ゴマーク･クラブ名入れ等、準備･支払い完了。補
助金事業報告書も提出済み。補助金は173,233円、
クラブ資金は409,767円拠出。当初の補助金申請時
と同額。竣工まで現物は事務局にて保管。

3．地区G事務所より、年度末奉仕事業活動の確認と
原稿依頼があり、提出済み。

4．北海道家庭学校様より運動会に係る礼状。
【2面へ】

【名前後の○数字は写真とその中の番号】
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5月13日 42 39 33 84.6%
6月24日 42 39 32 76.2%

須藤順一
出席委員長⑳

例会日 会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席数 会 員 数 アップ出席報告

【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 0158-
42-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：島田光隆 副会長：渡辺政俊
会長エレクト：本間克明 幹事：高井一博
会計：木村一則 ＳＡＡ：乾 淳
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

2020-2021年度 国際ロータリー
会長：ホルガー・クナーク(ドイツ)
第2500地区ガバナー 松田 英郎(富良野ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 藤田 礼三(遠軽ＲＣ)

編集・発行：メディア委員会
委員長：加藤幸徳 副委員長：山田荘一
委 員：吉川 紘 棚橋 忠 張江紀代美

東海林勉 黒坂貴行

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長⑪
前島英樹君 (5月)結婚記念日 5,000円
渡辺政俊君 結婚記念日 5,000円
成田弘明君 結婚記念日 5,000円
西 清治君 結婚記念日 5,000円
石井定男君 結婚記念日 5,000円
東海林勉君 結婚記念日・誕生日 10,000円
北野義樹君 結婚記念日 5,000円
棚橋 忠君 誕生日 5,000円
東海林勉君 長男の結婚・

米スタンフォード大学留学 20,000円
藤田礼三君 第4分区ガバナー補佐退任 5,000円
高井一博君 幹事退任 5,000円
乾 淳君 ＳＡＡ退任 2,000円
金谷正一君 クラブ奉仕委員長退任 2,000円
成田弘明君 職業奉仕委員長退任 2,000円
黒坂貴行君 社会奉仕委員長退任 2,000円
遠藤利秀君 国際奉仕委員長退任 2,000円
渡辺 勉君 会員組織委員長退任 2,000円
木村一則君 会計･親睦活動委員長退任 4,000円
本間克明君 プログラム委員長退任 2,000円

2020-21年度合計601,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：黒坂貴行委員

2020-21_33rd-03

幹事報告 【1面より】
5．クラブ細則の一部変更の件：休会に関しては理事

会の承認を必要とし、地区G事務所と調整していく。
6．富良野RCよりクラブ創立60周年記念事業として、

青少年奉仕の考えから支援した富良野高校演劇同
好会が全国総文祭出場を決めた同好会作品「へそ
の街から」と富良野RC60周年記念事業の紹介DVD
セットを道内RCに寄贈、当クラブにも届く。

7．張江会員より退会にあたり挨拶状を頂いている。

委員会報告
◇木村 一則 親睦活動委員長⑪
・6月の結婚記念日、おめでとうございます。

渡辺政俊君④ 成田弘明君⑤ 西 清治君③
石井定男君⑥ 東海林勉君② 北野義樹君⑦

・6月の誕生日、おめでとうございます。
東海林勉君② 岡本奈津美様⑧ 棚橋 忠君

本日のプログラム クラブフォーラム
活動報告・退任あいさつ（活動報告書参照）

会長 島田 光隆 君
幹事 高井 一博 君
SAA 乾 淳 君⑫
クラブ奉仕･R国際大会参加準備委員長 金谷 正一 君⑬
職業奉仕･R情報委員長 成田 弘明 君⑭

社会奉仕委員長 黒坂 貴行 君⑯
【6月10日、委員会と有志により植栽⑮】
国際奉仕委員長 遠藤 利秀 君⑰
青少年奉仕委員長 石井 朋子 君⑱
会員組織委員長 渡辺 勉 君⑲
出席委員長 須藤 順一 君⑳
メディア委員長 加藤 幸徳 君㉑
親睦活動委員長 木村 一則 君⑪
プログラム委員長 本間 克明 君㉒


