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遠軽ロータリークラブ

会長挨拶 本間 克明 会長③
皆さん、こんにちは。
クラブでは例会を１か月あまり休会としており

ましたが、コロナの緊急事態宣言も解除され、本
日、再開することができました。会員の皆さんの
元気なお顔を拝見し、大変うれしく思います。
例会の休会期間中に、ガバナー公式訪問をオン

ラインにて実施をし、ガバナーが来遠されバナー
交換も終えましたので、改めて報告させていただ
きます。

さて、10月3日、町議会議員選挙がありまし
た。当クラブから、３名が選挙に出られ、見事、
当選されました。黒坂会員、前島会員、佐藤和徳
会員、誠におめでとうございます。
前田会員、髙橋会員におかれましては、議長、

議員を勇退されます。長い間、地域、町民のため
にご尽力されご活躍をいただき、ありがとうござ
います。大変、お疲れさまでした。
次に、明るい話題です。日本人で米国籍の真鍋

淑郎氏がノーベル物理学賞に輝きました。地球温
暖化を科学的に予測するという先駆的な研究が評
価されたものです。物理学賞では、はじめて気候
変動の分野に光が当てられました。真鍋氏の科学
的研究により世界に温暖化の危険性を認識させた
ことは画期的なことであり、今回の受賞は日本人
として誇らしく思います。
最後になります。岸田新内閣が発足し、国政選

挙も間近に迫っており、世の中が少し動き始めて
います。
今はコロナも落ち着きを見せていますが、第６

波が来るともいわれています。以前のような活気
を取り戻すのには、もう少し時間を要するかもし
れませんが、当クラブとしても徐々に活動できる
範囲を広げていきたいと考えております。

幹事報告 髙橋 義詔 幹事⑬
１．今年のガバナー公式訪問は新型コロナウイル

ス感染予防の為、9月16日、10時よりZOOMに
て開催されました。

★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：佐藤 和徳 君⑪

第３００３回例会記録
日時：2021年10月 7日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２Ｆ
司会：前島 英樹 ＳＡＡ⑫
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地区大会報告

また、バナー交換は翌17日、14時よりホテ
ルサンシャインにて感染対策をしながらガバナ
ーと随行者、本間会長と私で行われました。

当日は午前中に北見の３RCとのバナー交換
の後、遠軽にお越しになりました。その後、満
開のコスモス園をご覧になっていただき次の目
的先の留辺蘂RCに行かれました。 【2面へ】
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8月26日 41 38 29 3 84.2%
10月 7日 41 38 33 86.8%
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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 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)
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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⑮
石井朋子君 誕生日(9月) 5,000円
金谷正一君 誕生日(9月)、結婚記念日 10,000円
成田弘明君 誕生日(9月) 5,000円
吉川 紘君 結婚記念日(9月)、誕生日 10,000円
遠藤利秀君 結婚記念日 5,000円
本間克明君 結婚記念日 5,000円
大西孝拡君 結婚記念日 5,000円
加藤幸徳君 結婚記念日 5,000円
黒坂貴行君 5回目の合格 5,000円
前島英樹君 合格しました 5,000円
佐藤和徳君 初合格 5,000円
髙橋義詔君 議員引退 5,000円
東海林勉君 入院中お世話になりました 10,000円

2021-22年度合計207,000円
☆閉会点鐘：本間克明会長☆今月会報：本前信之委員

2021-22_7th-02

【1面より】
２．ガバナー事務所よりRLI開催のご案内が届い

ています。
RLIとは(Rotary Leadrship Institute)の略

で、ロータリーリーダーシップ研究会のこと
で、最近重要視されているとのことです。各
クラブより是非とも1名参加してほしいとのこ
とで高井エレクトが参加します。

３．今年の北海道家庭学校園遊会は、来賓を招
かず内輪にて執り行う旨のご案内を頂きまし
たので10月4日に本間会長と家庭学校を尋ねご
祝儀を渡してまいりました。

４．今年の第2500地区地区大会は10月9日-10
日、釧路で開催となります。

緊急事態中の登録であったことと、友好ク
ラブの釧路ベイRCよりガバナーが輩出されて
いることから役員人数の登録とさせていただ
いたところであります。

参加につきましては、本間会長と私は9日か
ら、その他役員の皆様は希望者にて日帰りと
考えております

5．本日、例会終了後に臨時理事会を開催します。

委員会報告
◇木村 一則 前年度会計⑭

2020～2021年度の収支決算のご報告です。
8月の27日、会計監査の西会員と共に遠軽信用

金庫様において、諸帳簿などを監査し、最終的
に確認をしております。

お手元に配布されている収支決算報告書のと
おり、例会の休会、夜間例会の中止などがあっ
たので、軒並み予算に対して決算は減額状況に
なっています。

大きな変動箇所は、退会者若干名により年会
費の減少。また、夜間例会中止により参加会費
がなく、予算に対して減少。

支出は、例会費が大幅減と、ほぼ全委員会が
事業中止、縮小等により事業費が軒並み減少。

最終的に、残高328万6,614円、前年比100万余
が翌期に繰越されることになりました。

◇大西 孝拡 親睦活動委員長⑮
・9月の結婚記念日、おめでとうございます。

吉川 紘君② 乾 禧實君
・9月の誕生日、おめでとうございます。

石井朋子君⑤ 金谷正一君④ 成田弘明君①
・10月の結婚記念日、おめでとうございます。

遠藤利秀君⑥ 大西孝拡君⑧ 本間克明君③
本前信之君⑦ 加藤幸徳君⑨ 金谷正一君④

・10月に祥月命日を迎える会員。
山田荘一君⑩

・10月の誕生日、おめでとうございます。
長嶋宏明君 西尾博行君 奥山雅行君
吉川 紘君②

須藤順一

出席委員長⑯


