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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

遠軽ロータリークラブ

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4 ,RID2500

第３０３２回 例 会 記 録

日時：2022年 7月 7日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン
司会：石井 朋子 ＳＡ Ａ

★開 会 点 鐘： 高井 一 博 会長
★国
歌： 君が 代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：遠藤 利秀 君

会長報告

高井

2022~2023

Weekly Report№ １
7月 クラブフォーラム
14日㈭ 新年度活動計画
12:30～

7月
21日㈭

18:00～

夜間例会

遠軽神社正式参拝

一博 会長②

皆さんこんにちは。新しいロータリー年度になり
ました。
先ほど、本間前会長①より会長バッジを引継、そ
の要職を仰せつかり責任の重さを感じている処で
す。60年を超える歴史ある遠軽ロータリークラブ
の伝統と理念を大切にし、その役割を全うしたいと
思います。会員皆様のご指導とご協力を頂きながら
活動をして参ります。宜しくお願い申し上げます。
さて、3年ぶりにえんがる夏まつりが明後日開催
されます。音楽パレード、千人踊りの列も街中を賑
やかにさせてくれます。
約40年前、私が遠軽高校在学中はこの時期に学
校祭が行われ、グループ（軍）毎に趣向を凝らした
衣裳を身にまとい、全校生約900名の踊りの列は壮
大なものでした。当時は3年に1回のみの踊りの参
加でした。近年は、生徒数は減少したものの毎年そ
の光景が見られていましたが、コロナ禍により過去
2年は中止となり、学校内での展示・発表をメイン
としたプログラムに何かしら残念な想いをしたもの
と考えます。
今年の3年生は、今回が在学中に唯一踊れる機会
を得たことになります。夏にふさわしいエネルギッ
シュな舞を期待するところです。
ほかに花火大会等も開催の運びとなり、夏から秋
のイベントが戻ってきます。オホーツク地方の夏も
感染対策を取りながら熱い夏となってほしいもので
す。併せて、熱中症対策も講じながらこの季節を乗
り切りましょう。
今日は五大奉仕部門をはじめとした年次計画の発
表です。よろしくお願い致します。

幹事報告 乾
１．
6月16日理事会報告
本日のプログラム

月間＞

淳 幹事

(1)７月例会プログラム
7日 新旧会長バッチ引継ぎ授与式
クラブフォーラム(役員･理事活動計画発表)
14日 クラブフォーラム
（クラブ奉仕部門各委員長の活動計画発表）
21日 夜間例会（遠軽神社正式参拝）
28日 会員組織委員会担当例会
※入会式は21日夜間例会で行う予定。
(2) 2022-2023年度収支予算書(理事会承認済。
活動計画書27頁)；支出の部記載の｢クラブ奉
仕：785,000円｣は同部門各委員会の合計額。
(3) 遠軽がんぼう夏まつり協賛広告2万円を支出
(4) 四つのテスト旗並びにSAA、親睦委員長タス
キを更新。

２．紋別港RCと旭川東RCより、それぞれ創立50周
年記念式典参加への礼状。
３．7月24日、米山記念奨学会セミナー並びにロー
タリー財団セミナーがアートホテル旭川で開催。
高井会長、東海林会員、乾が出席予定。
４．久保元第4分区ガバナー補佐(雄武RC)が、7月
28日の当例会に出席との連絡。
５．今月のロータリーレートは、１ドル 136円。

委員会報告

◇須藤順一 前年度出席委員長
前年度の例会出席100％の会員を紹介します。
（活動報告書参照）
◇成田弘明 親睦活動副委員長
・お手元にご案内の様に今月21日の夜間例会は
午後6時より遠軽神社にて正式参拝、後、当ホテ
ルに移動、例会セレモニー、懇親会を行います。
・7月の結婚記念日、おめでとうございます。
森 省三君③
④
・7月の誕生日、おめでとうございます。
益井伸也君④
須藤順一君⑤
【名前後の○数字は写真の中の番号】
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2022～2023年度

本日のプログラム

クラブフォーラム

活動計画・就任挨拶（活動計画書参照）

会長

高井

幹事

乾

一博

君

淳

君

朋子

君

2022-23年度のテーマは、“奉仕しよう 現在
（いま）そしてあすにむけて”と掲げました。これ
は、難しい事をするなどではなく、足元を今一度
よく見つめ、出来る事を確実に進めクラブの歴史
を更に刻んでいく想いからです。
入会7年目で、まだまだわからい
ない事も多々ありますが、自分自身
の経験値を上げ、そして視野を広げ
る絶好のチャンスと捉え、クラブ幹
事の職務を全う出来るよう１年間努
力して参りますので、会員皆様のご理解、ご協力
を賜りますよう宜しくお願い致します。
SAA 石井

何も解りませんが、会長、幹事の
足を引っ張ることの無いよう例会の
規律を守り、努力したいと思います。
会員皆様の温かいご指導ご協力をお
願いします。
クラブ奉仕委員長

上田

稔

君

今年度から会員組織・親睦活動・
プログラムの各委員会が、理事会に、
オブザーバーとして出席が認められ
た事により、従来より余裕を持った
運営が成されるものと思います。
尚、前委員長も申しておりましたように、会員
の皆様には、会員の維持・増強に関する情報の提
供につきまして、今までにも増してご協力をお願
い致します。
職業奉仕委員長

渡辺

勉

君

ロータリーの金看板と言われる職
業奉仕は「職業を通じて社会に貢献
する」といわれています。
「社会に役立つ人間になるために
は間違いなく自分の職業にあり、職
業奉仕こそがロータリー」の原点です。
自分の職業に対して誇りを持ち、仕事を正しく論
理的に実行する事が大切です。
職業奉仕の理念は、「四つのテスト」に込めら
れており、その実践こそが大切と思います。
社会奉仕委員長 木村 一則 君
①環境保全の取り組み：㋑太陽の丘
えんがる公園コスモス園の草取り
＝8月の早朝例会 ㋺同公園花壇
の植栽＝6月の早朝例会

出席報告

須藤順一
出席委員長

例会日

②北海道家庭学校や近隣養護施設への支援・協力
・家庭学校の生徒を花火大会に招待(他の施設で
も可能か検討する)
③交通安全啓発活動への協力
・秋・春の交通安全街頭啓発への協力
国際奉仕委員長 成田 弘明 君
１．ロータリー財団への協力：①ポ
リオ基金への寄付(会員2,000円)
②年次基金へ１会員100ドルの推
奨③ポール・ハリス・フェロー、
マルチプル・ポール・ハリス・フ
ェローへの協力
２．例会プログラムでのゲスト・会員卓話
３．財団セミナーへの参加：地区補助金活用の検討
４．ロータリーデーの検討
青少年奉仕委員長 前島 英樹 君
1．遠軽高校インタアクトクラブへ
の支援・活動資金の提供・インタ
ーアクト地区大会の支援・短期海
外研修参加の支援・クリスマス家
族会への招待
2．ライラセミナーヘの参加支援
3．遠軽ロータリークラブ旗争奪中学校野球大会の
開催：9月3日～9月4日
4．例会プログラムの担当（１、2の参加者報告）

ニコニコＢＯＸ 成田弘明 親睦活動副委員長

■出席100％：高井一博君、石井朋子君、遠藤利秀君、
東海林勉君、須藤順一君、本間克明君、大西孝拡君、
乾
淳君、前島英樹君、山田荘一君、藤田礼三君、
渡辺 勉君＠2,000
24,000円
成田弘明君 会員組織委員長退任
2,000円
遠藤利秀君 マルチプルP･H･F認証
3,000円
西 清治君 無断欠席
2,000円
佐藤和徳君 無断欠席
2,000円
2021-22年度 合計665,000円
高井一博君 会長就任
10,000円
藤田礼三君 副会長就任
5,000円
乾
淳君 幹事就任
5,000円
大西孝拡君 副幹事就任
2,000円
石井朋子君 SAA就任
5,000円
上田 稔君 クラブ奉仕委員長就任
2,000円
渡辺 勉君 職業奉仕･Ｒ情報委員長就任
4,000円
木村一則君 社会奉仕委員長就任
2,000円
成田弘明君 国際奉仕委員長就任
2,000円
前島英樹君 青少年奉仕委員長就任
2,000円
須藤順一君 誕生日、出席委員長就任
7,000円
本間克明君 会員組織委員長就任
2,000円
加藤幸徳君 メディア委員長就任
2,000円
益井伸也君 誕生日
5,000円
東海林勉君 地区リーダー再任
5,000円
2022-23年度 合計60,000円

☆閉会点鐘：高井一博会長☆今月会報担当：加藤幸徳委員長

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

6月25日 41
38
7月 7日 39
38
2022-2023年度 国際ロータリー
会長：ジェニファー Ｅ.ジョーンズ ( カ ナ ダ )
第2500地区ガバナー：久木 佐知子(旭川西RC)
第4分区ガバナー補佐：久 保 元( 雄 武 R C )
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遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：高井一博 副会長：藤田礼三
会長エレクト：髙橋義詔 幹事：乾
淳
会計：島田光隆
ＳＡＡ：石井朋子
直前会長：本間克明 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
【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 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

