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＜経済と地域社会の発展月間(米山月間)＞

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３０４５回 例 会 記 録

日時：2022年１０月１３日(木)18:00～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：石井 朋子 ＳＡ Ａ

★開 会 点 鐘： 高井 一 博 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ： 手 に手 つな いで
★四つのテスト：－

2022~2023

Weekly Report№１４
10月 クラブフォーラム
20日㈭ 地区大会報告
18:00～

10月 ゲスト卓話
日永 教優(ﾋﾅｶﾞﾉﾘﾏｻ）様
27日㈭ （遠軽町地域おこし協力隊)
12:30～

遠軽ロータリークラブ 合同例会 遠軽青年会議所
会長報告

高井

一博 会長①

みなさんこんばんは
先日は旭川での地区大会に参加された当クラブ会
員の皆様には大変お疲れ様でした。本大会のみ参加
された会員も含めて、無事に全日程を終える事が出
来ましたことを厚く御礼申し上げます。
今日は、認承65周年を迎えられました遠軽青年
会議所(JC)さんをお迎えしての合同例会です。
佐竹聖吉理事長始めメンバーの皆様、改めまして
認承65周年おめでとうございます。過日、式典・
祝賀会を挙行され私も出席しておりましたが、その
完成度の高さは「流石はJC！」と誰もが認める事で
しょう。
さて、JCメンバーの皆様には例年花火大会に於き
まして当日の準備多忙な折、家庭学校生徒さん向け
に見物席を準備していただいております。この場を
お借りしましてお礼申し上げます。
コロナ禍により今回は3年ぶりの本格開催とな
り、文字通りのコスモス開花宣言花火大会は綺麗な
大輪の花々が遠軽の夜空を彩りました。
以前はJCさんの事業であったこの家庭学校の生徒
さんへの花火鑑賞招待も私共が引き継ぐ傍ら、JCの
皆さんの若さ溢れる結束により、街の人々はあの花
火大会を楽しむ事が出来ていると思います。家庭学
校の生徒さん、職員さんも大変喜んでおられまし
た。この日に向けて早くから準備されておりました
JCの皆さんの情熱に只々頭が下がります。感謝の念
に堪えません。
当クラブでは従来よりJCを卒業された方々が私ど
本日のプログラム
もと活動を共にしております。JCの漲るパワーを更
に当クラブへ流し込んで頂きたく切に希望します。
結びに、遠軽青年会議所の皆様の益々のご活躍を
ご祈念し、本日の合同例会を楽しく有意義な一時と
しましょう。今宵は宜しくお願い致します。

幹事報告

乾

淳

幹事③

１．当クラブ元会員の福森昭夫様がご逝去されまし
た。会長・幹事にてお参りをさせて頂き、クラブ
より香典並びに弔電を出しております。
２．地区ガバナー事務所より地区大会の礼状。

ＪＣ理事長挨拶

佐竹 聖吉 理事長②�
本日、ロータリークラブ様と縁がある青年会議所
の合同例会が2年ぶりに開催することができました
ことに心よりお慶び申し上げ、準備して頂いたRC
の皆様に心より感謝・御礼申し上げます。
また、RC様には遠軽青年会議所の先輩諸兄の皆
様も大変多く在籍されております。先月の認証65
周年記念式典に、高井会長始め、皆様にもご臨席賜
りましたことに深く感謝、御礼申し上げます。
このように交流を図れる素晴らしい機会を頂きま
したので、JCメンバーの皆様にも、将来には一人で
も二人でもロータリーアンの一員になれるように親
睦を深めていただけたら幸いでございます。
本日のこの合同例会がRC様と遠軽JCの絆をより
一層深め、今後ともこの関係が未来永劫続いていき
ますことを強くお誓い申し上げます。

ＪＣ会務報告

矢木 済 総務委員長④
・10月15日㈯～16日㈰ 道東エリア大会並びにア
カデミー研修塾閉校式 in 十勝
・11月 8日㈫ 11月第一例会
④
・11月12日㈯ 釧路JC創立70周年記念式典
・11月19日㈯ 士別JC創立65週年記念式典�
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本日のプログラム
職業奉仕賞･職場訪問例会について
職業奉仕委員会

遠藤

利秀 副委員長

職業奉仕委員会では例年と同様に「職場訪問
例会の実施」、そして「地域社会への奉仕活動
者 に 対す る 表彰 」 を事 業 計画 に 掲げ て おり ま
す。ただ、これまでの職業奉仕委員会でも苦労
されているように、職場訪問先、地域社会への

本日のプログラム

ＪＣとの交流会

乾杯は櫻井雄平遠軽JC副理事長「RCの皆様とは
仕事の関係で交流があると思いますが、お酒を酌み
交わしての交流というのはなかなか貴重な機会、ぜ
ひ深めさせていただき、またたくさん学ばせていた
だければなと思ってますのでよろしくお願いいたし
ます。乾杯！」⑥
普段の付合いか仕事柄か、あるいはこの機会を捉
えてか、はたまた2年振りの懇親会と言うことか、
お酒を酌み交わしながらお互いじっくり話し込むシ
ーンが見られました。なお、今年の卒業生は2人。
今年もお楽しみの余興はJC準備で楽しいプログラ
ムを用意してくれました。⑦
RC会員への気遣いか、二択問題５問中3問はロー
タリーに関するもので、3名のロータリアンが全問
正解、景品（ホテルサンシャインのお食事券）をゲ
ット。(景品をJCのニコニコボックスに入れる会員も)
〆は髙橋遠軽RC会長エレクト「まだ遠軽JC理事
長決まってないそうですが、JCのOBも力を貸して
くれると思います。今後益々遠軽JCが繁栄していく
ように、また、今日ご参会の遠軽RCの皆様、今後
益々健康にご留意され、元気に毎週、例会に集まれ
るようにご祈念しまして、一丁締めでいきます。ご
唱和をお願いいたします。」⑧
最後は恒例の集合写真。⑤
いつもなら二次会へ繰り出すところですが、コロ
ナ感染症がまた蔓延し始めていると言うことで中止
に。でもそこは、親睦の深掘り!? 三々五々……。

出席報告

例会日

上田 稔君 孫が中学生硬式野球大会全道優勝 5,000円
親睦活動委員会 地区大会二次会残金
2,000円
2022-23年度 合計234,000円
☆閉会点鐘：高井一博会長☆今号会報担当：上田 稔委員

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

10月 6日 41
39
10月13日 41
39
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 )

出席委員会

ニコニコＢＯＸ 佐藤 和徳 親睦活動委員長
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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
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【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南1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)

