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遠軽ロータリークラブ

会長報告 本間 克明 会長①
皆さん、こんにちは。本日は遠軽ＲＣ第3000

回の記念すべき例会となります。
遠軽RCは、1959年9月の創立以来、3000回も

の例会を積み重ねてまいりました。チャーターメ
ンバーから現在に至るまでのすべての会員の皆様
のご尽力に対し、敬意を表したいと思います。
本日のプログラムでは、節目の例会を迎え、金

谷会員から卓話がありますので、よろしくお願い
します。本来ならば、夜間例会として、お酒を酌
み交わしながら懇親を深めたいところですが、コ
ロナ禍それもかなわず、記念品としてワインを用
意させていただきましたので、ステイホームでご
賞味ください。
さて、東京オリンピックが終わりました。皆さ

んそれぞれに、感動を覚えた場面があったのでは
ないでしょうか。世界各国からアスリートが一堂
に会し、一つのことに向かって凌ぎあうことは、
大変すばらしいことだと感じました。
次に、地域の明るいニュースです。道の駅、ロ

ックバレースキー場に設けられた東洋一スリリン
グな「ジップライン」が8月14日にオープンします。
既にサマーゲレンデもオープンしていますので、
夏場の魅力的なエリアとして集客にも期待が高ま
ります。皆さんも「ジップライン」を是非、体験
してみてはいかがですか。
最後になりますが、コロナが全国的に感染拡大

しており、非常に厳しい状況となっています。当
クラブでは、引き続き感染防止に心がけ、例会を
運営していきたいと思います。
本日は例会に参加頂きありがとうございます。

幹事報告 髙橋 義詔 幹事
１．成田会員のご尊父様の訃報。8月9日にご逝

去され11日に近親者にて密葬を済まされてお
ります。本葬は8月19日㈭にえんがる斎場にて
執り行われます。皆様にはFAXにて周知済み。

2．会報No.3の幹事報告の一部で表現を訂正しま
したので再発行。

3．東海林会員より｢12日、6週間振りに帰りま
す。まだ辛く、運転も９月過ぎまでは控えなけ
ればならず、不要不意に右手を使わないように
しなければならないので、しばらくは例会出席
も控えようと思います。｣とメッセージ。

★開 会 点 鐘：本間 克明 会長
★国 歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：高井 一博 君

第３０００回例会記録
日時：2021年８月12日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２Ｆ
司会：前島 英樹 ＳＡＡ
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会 員 卓 話
東海林 勉 君

ゲスト卓話
遠軽町長 佐々木 修一 様

4．｢ロータリー日本100年史｣が届いたので回覧
しています。閲覧希望者は、事務局まで。

5．第3,000回記念ワインの個別注文を承ります。
注文書を配布していますので8月18日正午まで
に私に注文本数を知らせてください。

6．バイク日本支部 事務局 松田英郎(富良野RC)
様よりロータリアンのオートバイ愛好者に対し
てツーリングの案内。詳細は追って通知されま
すが、日時は9月4日～5日。

委員会報告
◇社会奉仕委員会 遠藤 利秀 委員長

先週の早朝例会でコスモス園の草取り作業を行
いました。前日の夜に雨が降って非常に蒸し暑い
中でしたが、たくさんの会員の皆さんにご参加い
ただきありがとうございました。

今週ようやくまとまった雨が降りましたが、そ
れまでは全く雨が降っていなかったのでコスモス
の生育状況が心配でしたが、コスモスは乾燥に強
いようでそれほど悪い影響は出ていないようで
す。このままいけば今年も９月にきれいなコスモ
スが咲くと思いますので、ぜひ満開のコスモス園
に足を運んでいただきたいと思います。

【名前等後の○数字は写真の番号】
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【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：本間克明 副会長：黒坂貴行
会長エレクト：高井一博 幹事：髙橋義詔
会計：上田 稔 ＳＡＡ：前島英樹
直前会長：島田光隆 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

2021-2022年度 国際ロータリー
会長：シェカール・メータ(インド)
第2500地区ガバナー 漆崎 隆(釧路ベイＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 中津 一夫(滝上ＲＣ)

編集・発行：メディア委員会
委員長：東海林勉 副委員長：乾 淳
委 員：上田 稔 佐藤直也 西 清治

加藤幸徳 本前信之

ニコニコＢＯＸ 大西 孝拡 親睦活動委員長
藤田礼三君 結婚記念日 5,000円
大西孝拡君 誕生日 5,000円
福家 貢君 誕生日 5,000円
前島英樹君 誕生日 5,000円
西 清治君 無断欠席 2,000円

2021-22年度合計97,000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 会員卓話
ロータリー歴32年、思い出の事業

金谷 正一 君②
1．私の入会当時

入会したのは平成2(1990)年11月。
紹介者は福森昭夫さん、橋本脩佑さん。
会長は鈴木正(遠軽通運専務)さん。
皆さんのお手元に当時の遠軽RCの会員名簿を配

布してます。その中で現在も会員でいる人は北野
義樹さん、乾禧實さん、西尾博行さんです。

この中で茶木義之さん、遠藤利男さん、長嶋宏
幸さん、渡辺寅喜さん、そして吉川吉松さん。こ
の方々は現会員のお父さんです。

昭和34年、遠軽RCが創立されたのですが、ちょ
うど創立35周年の時の入会で、その時にはまだチ
ャーターメンバーで残っていたのが伊藤幸光さ
ん、寺戸軍一さん、この方は福家さんの会社の初
代の社長です。それから吉川吉松さん。この3名が
まだ創立から会員で残っていました。

この会員名簿の中で池内正人さんは、唯一遠軽
RCから1986年から87年度 第2500地区ガバナーな
った人です。

2．思い出のクラブ事業
一つは、平成5(1993)年7月30日から2泊3日、遠

軽で行われたライラセミナー(ロータリー青少年指
導者養成セミナー)の開催。開会式は福祉センター
大ホール、宿泊場所は、太陽の丘えんがる公園の
キャンプ場。女性参加者はキノコ型のバンガロー
に、男性の参加者は遠軽自衛隊設営の野営キャン
プ、全員寝袋持参。

食事はサンヒルハウスとグリーンヒルハウス。
入浴貸切バスにて松の湯と亀の湯と、それから

西町の会員が経営していた銭湯。
参加者は成年男女とカウンセラーのロータリア

ンで総勢230名。2500地区ライラ委員長は乾禧實会
員。クラブ会長は北野義樹会員。実行委員長は遠
藤利男会員。

プログラムは開会式後、基調講演は北海道家庭
学校谷校長。レクリエーションとして総合体育館
でチームごとのドッジボール大会。

2日目は、朝食の後、家庭学校の運動会に特別参
加。運動会が終わってからバスで銭湯へ。午後7時
から太陽の丘のキャンプ場でバーベキューとフォ
ークダンスの夕べ。サプライズとして、山崎健二
会員が50発の花火を打ち上げ！

3日目は、福祉センターにてグループミーティン
グの発表会、閉会式を経て昼に解散。

この遠軽でのライラセミナーのプログラムや宿
泊場所等が2500地区の話題と成りました。

二つ目は平成16(2004)年、大阪ドームでの国際
大会へ会員14名と吉川夫人1名、合計15名参加。
日時：5月22日から3泊4日
宿泊地：琵琶湖の雄琴温泉1泊

京都都ホテル ウエステイン2泊
登録料：33,000円 添乗員：金谷会員
行程：1日目 女満別空港～関西空港～(貸切バス)
~雄琴温泉。
2日目 雄琴温泉～大阪ドーム～都ホテル
開会式。参加者(登録者) 4万5000人。
当クラブの席は外野スタンド、センター奥。
オープニングセレモニーは能の舞、後は貸切バ
スにて京都都ホテルへ。夕食は京懐石料理。

3日目 貸切バスで京都見学。その間、笠松会員、
山崎会員、西崎会員はゴルフコンペ参加。
笠松会員が飛賞にて景品受領。
夕食は会員の特別な希望にて祇園の居酒屋。2次
会は希望者で祇園のクラブ千代、特別料金格安
で一人15,000円。

4日目：大阪～女満別

3．私の会長(2000年7月～2001年6月)時代
遠軽神社本殿で茶会例会開催。
遠軽高校茶道部の生徒の協力と三曲協会のお琴

と尺八の生演奏。【写真】
現在は年間事業で正式参拝が継続されている。


