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会長報告 本間 克明 会長①

皆さん、こんにちは。
先日、静岡県熱海市で大雨による大規模な土石

流が発生、約130棟が巻き込まれ、死亡者数名、
安否不明者も多数でております。
長雨により斜面の地盤が緩み、盛り土のほとん

どが崩落したことが原因とみられていますが、短
時間の激しい雨ではなく、ダラダラと長く降り続
く雨であったため、危機感が高まらず、人的被害
が膨らんでしまったようです。
コロナ禍に加えての大災害です。被災された皆

様には、心からお見舞いを申しあげますととも
に、一刻も早い復旧を祈るばかりであります。

平成で最悪の水害となった西日本豪雨は3年前
に、球磨川の九州豪雨は1年前の同時期に起こっ
ており、大雨による大規模な災害が続いています。
このような災害のニュースに触れる度、災害の

少ないオホーツク地域にありがたさを感じます。
次は明るいニュースです。MLBの大谷選手が

大活躍！二刀流をこなし、特に打撃面では、長距
離バッターとして、名だたる大リーガーを凌駕し
先頭を走っています。昨日は勝利投手、本日もホ
ームランが出ました。前半戦でなんと32本で
す。あっという間に松井秀樹さんの記録を塗り替
えました。驚くばかりです。大谷選手は投打の両
方でオールスターに選出され、ホームラン競争の
イベントにも出場するので、大谷選手の活躍に乞
うご期待、どのようなパフォーマンスを見せるの
か今から楽しみにしています。
最後となりますが、昨日７日から「えんがるプ

レミアム付お食事券」が販売となりました。コロ
ナ禍で疲弊している地域の飲食業を応援するため
にも、是非、この機会にご利用いただければと思
います。

幹事報告 髙橋 義詔 幹事③
１．7月5日に本間会長と私が東海林会員の自宅
訪問、奥様にお見舞いを渡しました。

２．7月25日に米山セミナーと財団セミナーが
ZOOMにて開催されます。

★開 会 点 鐘：本間 克明 会長
★国 歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：ー

第２９９６回例会記録
日時：2021年７月８日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン
司会：前島 英樹 ＳＡＡ⑤
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委員会担当例会
会員組織委員会

遠軽神社正式参拝
夜間例会

３．ロータリー親睦活動グループ（バイク日本支
部）より、8月1日、富良野市北の峰にてキッ
クオフミーティングとプチツーリング案内。

４．今月のロータリーレートは1＄111円。

５．先週配布しました上期諸会費納入願います。

※本日、例会後に臨時理事会を開催します。

MPHFバッジ伝達 前島 英樹 SAA⑤
金谷正一会員②へMPHF2回目のバッジが届き

ましたので、本間会長①より伝達いたします。

委員会報告
◇遠藤 利秀 社会奉仕委員長⑥

ご案内の通り、8月5日㈭は午前7時より早朝例
会除草です。よろしくお願いします。
◇高井 一博 前幹事④

「遠軽ロータリークラブ細則の変更の件」はお
手元に配布の通り前理事会で承認されました。

【名前後の○数字は写真とその中の番号】
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7月 1日 42 38 32 1 86.8%
7月 8日 42 38 30 79.0%
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加藤幸徳 本前信之

ニコニコＢＯＸ 大西 孝拡 親睦活動委員長⑨
東海林勉君 地区 就任 5,000円

メディア委員長就任 2,000円
髙橋義詔君 幹事就任 5,000円
乾 淳君 副幹事就任 2,000円
金谷正一君 MPHF2記念 3,000円
片石忠洋君 休会のため 5,000円

2021-22年度合計72,000円
■前年度 ・出席100％ ＠2,000円×8名 16,000円
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2020-21年度合計664,000円
☆閉会点鐘：本間克明会長☆今月会報：佐藤直也委員
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本日のプログラム クラブフォーラム
活動計画・就任あいさつ
クラブ奉仕部門（活動計画書参照）

会員組織委員長 成田 弘明 君⑦
本年度の活動目標は記載の通りです。
最近では、新規起業や事業を通じて社会をけ

ん引し地域活性に貢献している若い世代が増え
ています。未来の可能性を秘めた若きリーダー
たちの中には、異業種間交流や社会貢献に関心
を抱いている人が少なくありません。ロータリ
ー入会の資格を十分に備えたこれら若い世代を
クラブに迎え入れることは、ロータリーとクラ
ブの未来にとって必須課題です。勿論、若い青
年や職業人そして女性だけが勧誘のターゲット
ではなく、定年退職した有望な方へのアプロー
チも考えております。

勧誘方法につきましては、本年度、委員会メ
ンバーに限らずプロジェクトメンバーを追加
し、その力を借りまして前渡辺勉委員長のよう
に落としていこうと思っておりますので、同メ
ンバーに指名された方はお力添えを宜しくお願
いいたします。
出席委員長 須藤 順一 君⑩

昨年度の出席率は81.2％で、前年より0.6％出
席率が良かったのは、皆さんがコロナウイルス
に負けずに出席していただいたお陰だと思います。

なお、昨年まで出席日数は11ヶ月で計算して
いましたが、活動報告書の印刷上、今年は6月か
ら5月まで12ヶ月で計算したいのでよろしくお願
いします。
メディア副委員長 乾 淳 君⑧

基本的活動方針は活動計画書記載の通りです。
ホームページは今年も新年度に間に合わなく

て大変申し訳ありません。手直しが必要なので
時間が掛かると思います。

会員名簿の電話欄についてですが、本年度の
活動計画書では会員個人の携帯番号を記載して
おりますが、ホームページでは、従来通り勤務
先の電話番号を掲載します。

原稿はWindows＝アクセサリ：メモ帳など、
テキストファイルで頂けると大変助かります。

親睦活動委員長 大西 孝拡 君⑨
本年度もコロナウイルスの状態がどのような

形になるかわからない状態の中で、いかにクラ
ブの中で親睦を深められるかというのが、今年
度の一番の大きな課題であり達成の目標と考え
ています。昨年度同様親睦の中でコロナウイル
スの感染者が出ないことを念頭に置き、懇親会
ではお酒を酌み交わしながら、いかに楽しい一
時を過ごせるか模索していきたいと思います。
プログラム副委員長 高井 一博 君④

本年度例会は48回を計画しています。各委員
会の担当例会並びに会員卓話につきましても、
各委員会より1名の選出をお願い致します。会員
皆様の自己啓発の機会につながるよう努めます。

例会日程の中で訂正があります。25頁、6月2
日の会員卓話はプログラム委員会担当です。
ロータリー情報委員長 遠藤 利秀 君⑥

ロータリーに対する理解をさらに深めていた
だくことを活動の目的とします。特に昨年から
今年にかけて、若いメンバーがたくさん入って
きていただいておりますので、新入会員の皆様
にはより良いロータリーを知っていただいて楽
しんでいただくということを目的としたいと思
います。具体的には、計画書通りに進めていき
ます。


