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遠軽ロータリークラブ

入 会 式
2021～22年度遠軽ロータリークラブ本間克明会

長②より井上英勝新会員③と益井伸也新会員④へ
「ロータリーの心得」とバッジが進呈されました。
◇井上英勝会員③ ◆1967年8月8日生
◆推薦者：島田光隆会員
◆役職：井上産業株式会社 専務取締役
◆結婚記念日：11月28日 奥様名：麻由美様
◆学歴・職歴

1990年3月 成城大学経済学部経済学科卒
1990年4月 飯野海運株式会社入社
2015年8月 同 退社
2015年9月 井上産業株式会社入社

専務取締役として現在に至る
◆趣味：ゴルフ
◆挨拶：遠軽ロータリークラブに入会させて頂き身
に余る光栄です。遠軽に帰ってきてまだ6年、いろ
いろとわからいことが多々あるので皆様に教えてい
ただきながら活動に取り組んで参りたいと存じます
のでよろしくお願いします。
◇益井伸也会員④ ◆1978年7月6日生
◆推薦者：渡辺勉会員
◆役職：有限会社 益井写真館 代表取締役
◆結婚記念日： 6月7日 奥様名：幸子様
◆学歴・職歴

1997年3月 札幌光星高校卒
2000年4月 有限会社 益井写真館入社

◆趣味：マラソン、自転車
◆挨拶：3年前まで遠軽青年会議所で活動させてい
ただき、年に一度の合同例会・交流会で皆様に少し
顔を覚えていただきました。まだまだ若輩者のぺー
ぺーなので皆様にお世話になりながらロータリー活
動をさせていただきたいと思いますのでよろしくお
願いします。

★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：木村 一則 君⑨

第２９９５回例会記録
日時：2021年７月１日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン
司会：前島 英樹 ＳＡＡ⑧
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夜間例会
遠軽神社正式参拝

クラブフォーラム
就任挨拶･活動計画

会長報告 本間 克明 会長②
皆さん、こんにちは。本日は新年度第1回目の例

会です。新たにお二人の会員をお迎えし、よいスタ
ートをきることができました。島田前会長①におか
れましては、コロナ禍の非常に厳しい状況の中で、
かじ取りいただき、大変、お疲れさまでした。ただ
今、会長バッジの引継ぎを受け、身の引き締まる思
いであります。私は、経験も浅く微力ではあります
が、クラブの活動が魅力ある充実したものとなるよ
う心がけてまいりますので、1年間、皆さんのご協
力、ご支援をよろしくお願いいたします。

会議所からご案内です。“えんがるプレミアム付
お食事券”を7月7日から販売いたします。

地元の飲食業を応援するためにも、ぜひともお食
事券をご利用いただきたいと思います。

【名前後の○数字は写真とその中の番号】
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6月24日 42 39 32 1 84.6%
7月 1日 42 38 32 84.2%

須藤順一
出席委員長

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：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
益井伸也君 誕生日 5,000円
須藤順一君 誕生日 5,000円
本間克明君 会長就任 10,000円
黒坂貴行君 副会長就任 5,000円
高井一博君 会長エレクト就任 5,000円
前島英樹君 SAA就任 2,000円
金谷正一君 国際奉仕委員長就任 2,000円
遠藤利秀君 社会奉仕、ロータリー情報委員長就任 4,000円
石井朋子君 青少年奉仕委員長就任 2,000円
渡辺 勉君 クラブ奉仕委員長就任 2,000円
木村一則君 職業奉仕委員長就任 2,000円
須藤順一君 出席委員長就任 2,000円
上田 稔君 会計就任 2,000円
大西孝拡君 親睦活動委員長就任 2,000円

2021-22年度合計50,000円
■前年度 ・出席100％ ＠2,000円×11名 22,000円

藤田礼三君 成田弘明君 山田荘一君 石井定男君
佐藤直也君 島田光隆君 本間克明君 高井一博君
金谷正一君 遠藤利秀君 須藤順一君

島田光隆君 会長退任 10,000円
石井朋子君 青少年奉仕委員長退任 5,000円
須藤順一君 出席委員長退任 2,000円
上田 稔君 副SAA退任 2,000円
加藤幸徳君 メディア委員長退任 2,000円
髙橋義詔君 副幹事退任 2,000円
佐藤和徳君 無断欠席 2,000円

2020-21年度合計648,000円
☆閉会点鐘：本間克明会長☆今月会報担当：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（活動計画書参照）

会長 本間 克明 君②
RIシェカール･メータ会長は、｢奉仕しようみんなの人

生を豊かにするために｣を、また、第2500地区漆崎ガバ
ナーは、｢ロータリーの素晴らしさを広めましょう｣を掲
げ、地区方針として｢親睦と持続可能な奉仕活動の推進｣
を示しております。

私は｢奉仕活動を通して地域の明るい未来に繋げよう｣
をテーマに、新型コロナを克服し、未来に向け一歩踏み
出せるような1年にするべく努力します。
幹事 髙橋 義詔 君⑦

この数ヶ月、この活動計画書を作るために分からない
ことだらけで、高井前幹事、そして岡本さんには大変お
世話になりました。今後潤滑な運営のためにできる限り
のことをやっていきたいと思います。またコロナ禍の中
で何かと不便な状態ですが今回連絡方法等変えたりして
この状況を乗り切りたいと思いますのでで皆様のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
SAA 前島 英樹 君⑧

遠軽RCの歴史に恥じない秩序・規律を持った例会とな
るよう、準備・進行・監督を実践しながらもクラブ内の
仲間の親睦が深まる会合運営となるよう努めます。
クラブ奉仕委員長 渡辺 勉 君

本年度の目標としては、各委員会の事業に参加をして
理解を深める事とし、昨年迄、会員組織委員会委員長と
して達成できなかった女性会員の入会を本年度会員組織
委員長である成田会員と行動を共にし、成し遂げたいと
思います。（1人でも）
職業奉仕委員長 木村 一則 君⑨

職業奉仕はロータリーの金看板と言われるように、ロ
ータリークラブの根本的な奉仕活動です。本来は、自ら
の職業を通じて日々の仕事を頑張ることが職業奉仕の根
底ですが、いろいろな情報を共有しながら、それぞれの
職業活動を有意義に行えるように活動をしていきたい。
社会奉仕委員長 遠藤 利秀 君
１．環境保全の取り組み
①太陽の丘えんがる公園コスモス園草取り('21年8月）
②太陽の丘えんがる公園花壇植栽('22年6月）
２．北海道家庭学校、近隣養護施設への支援・協力
３．交通安全啓発活動への協力
国際奉仕委員長 金谷 正一 君

3回目の就任です。活動は主に会員皆様に資金提供を
お願いする奉仕活動と北見RC等の世話子クラブとして米
山記念奨学生の受入・交流です。ロータリーデーはガバ
ナー事務所より連絡が来てからの実施計画となります。
青少年奉仕委員長 石井 朋子 君

本年度の計画については、前年度新型コロナウイルス
感染症により中止となった計画案が実行できるようにと
願っております。今後の状況により延期、中止等も考え
られますが本年度も皆さんのご協力をお願いします。

幹事報告 髙橋 義詔 幹事⑦
１．理事会承認事項 ㋑7月の例会プログラム
7/ 1 新旧会長バッチ交換、新入会員入会式、

クラブフォーラム（会長、幹事、SAA、
五大奉仕委員会各委員長）

7/ 8 クラブフォーラム(クラブ奉仕部門各委員長)
7/15 夜間例会（親睦活動委員会）

遠軽神社正式参拝（懇親会無し）
7/22 休会（海の日）
7/29 委員会担当例会（会員組織委員会）
㋺例会の扱いについて：通常例会はテーブル1台
に一人、夜間例会も懇親会無し(当面の問）

２．9月16日のガバナー公式訪問については状況を
見ながら進めていく

３．ヒューストン国際大会が2022年6月4~8日開催
４．遠軽神社正式参拝玉串料1万円を3万円に変更
５．8月12日例会は第3,000回
６．ロータリー日本100年史の案内
1セット6,600円。事務局まで

７．東海林会員へ入院見舞金支出
８．今年度Rバッジ、本間会長よりご厚志

委員会報告
◇大西 孝拡 親睦活動委員長
・7月の誕生日、おめでとうございます。

益井伸也君⑥ 須藤順一君⑤


