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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３０３４回 例 会 記 録

日時：2022年 7月２１日(木)18:00～
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： －
★Ｒ ソ ン グ ：手に手つないで
★四つのテスト：－

月間＞

2022~2023

Weekly Report№ ３
7月 委員会担当例会
28日㈭ 会員組織委員会
18:00～

8月 早 朝 例 会
コスモス園草取り
4日㈭
07:00～

入 会 式

2022～23年度遠軽ロータリークラブ高井一博
会長③より渡邊博行会員②へ｢ロータリーの心得｣
とバッジが進呈されました。
◇渡邊博行会員
◆1948年1月7日生
◆紹介者：金谷正一会員
◇入会式紹介者＝本間克明組織委員長①
◆勤務先／役職：株式会社 渡辺組／取締役会長
◆学歴：東洋大学卒業
◆結婚記念日：12月8日 奥様名：須美子 様
◆趣味：スポーツ、旅行
◆所属委員会：国際奉仕委員会／プログラム委員会
◆挨拶：6月まで中湧別RCにいました。老骨にム
チ打って皆様と一緒に活動していきたいと思って
おりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

会長報告

高井

一博 会長③

皆さんこんばんは。本日は遠軽神社本殿にて遠
軽RC会員皆様のご健康と、身にかかります諸々
の災いを防ぐ御祈願を会員そろって出来ました
事、大変嬉しく思います⑤～⑦。また、例会場へ
の移動にご協力を頂き有難うございました。
早速ですが、本日より渡邊博行さんが当クラブ
に入会されました。渡邊博行さんは、お隣中湧別
ロータリークラブにて長い間活躍され、私からす
ると大先輩にあたる方でございます。
数々の要職に就いておられます事からご多忙な
日々をお送りの事と存じますが、よろしくお願い
申し上げる次第でございます。
クラブ会員数が今日から40名となりました。
今後は何とかこの40名を維持そして+1、+2…と
していきたいものです。
本日のプログラム
今夜は今年度最初の夜間例会となります。皆さ
ん、おいしいお酒とお料理を頂き懇親を深めてい
きましょう。【懇親会の模様は2面】

幹事報告

乾

淳

ロータリーは、少数派グループが会員およびリ
ーダーとして参加できる機会が多く存在する多様
で、公平で、開放的な文化を育む（2019年4月理
事会会合、決定134号）。
今後、RCにもこのDEIを取り入れるよう推進さ
れています。時間がかかるかもしれませんが、普
段の活動から少しづつ取り入れていきたいものです。
今日の例会プログラムは各クラブ奉仕部門の活
動計画の発表です。担当委員長の皆様よろしくお
願いいたします。

幹事④

１．雄武RC事務局変更のご案内。
〒098ｰ1703 紋別郡雄武町字沢木346ｰ3
ホテル日の出岬内
TEL 0158-85-2626 FAX 0158-85-2020
2．北海道2500ロータリーEクラブより訃報。
毛利清徳会員が7月19日、ご逝去。享年92歳。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
【名前後の○数字は写真とその中の番号】

④

遠軽ロータリークラブ 会報 第 ３ 号

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

□クラブ奉仕部門（活動計画書参照）
会員組織委員長

本間

克明

君

当委員会では、会員の増強と退
会者の防止に努め、女性会員を含
め会員純増３名を目指します。
３つの柱として「候補者のリス
トアップ（例会プログラム）」、
「勧誘活動」、「退会防止」を掲げました。
１年間、皆さんの協力を宜しくお願いします。
８月は会員増強の推進月間となっています。
それに先立ち、今月28日の会員組織担当例会に
おいて、会員候補者のリストアップを行います
ので、よろしくお願いします。
出席委員長

須藤

順一

君

今年もコロナ感染が終息しない
まま出発となりました。昨年の出
席率は81.1%で、会員の皆さんは
1人もコロナの感染に負けないで頑
張って出席されたおかげだと思っ
ております。ロータリーアンの義務はまず定例
会に出席するところから始まります。日程を確
認され、1人1人が100%の出席を目指し頑張って
いただきたいと思います。
メディア委員長

加藤

幸徳

君

例年通りに会報の作成・発行を
メインの活動としてまいります。
先日、KDDIの通信障害で連絡が
取れない状態が80時間ほど続きま
した。その際にラインはつながっ
ておりましたので、会員のラインのグループ化
も一つの課題と考えております。
SNS、Tｗitter、facebookなども検討いたしま
す。まずは、スマートホンなどの利用状況を会
員にアンケ－ト調査いたします。
最後にお願いですが、正確、迅速な原稿の提
出にご協力をお願いします。
原稿はなるべくテキストファイルで事務局に

ニコニコＢＯＸ
出席報告

親睦活動委員長 佐藤 和徳

君

プログラム副委員長

礼三

当委員会としては例年通り行っております記
念品贈呈の事業を粛々とやっていくとともに、
新しい懇親を深めるための事業も少しずつやっ
ていきたいと思っております。
主に例会後の懇親会等のしつらえで活動をし
ていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様の
多くのご参加をいただきまして、1年間を通して
親睦を深めていきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。
藤田

君

本年度の例会は52週中、46回の
開催です。暦の関係で休会は６回
の予定です。
今回も各委員会の担当例会、会
員卓話につきましては、各委員会
より選出をお願いします。
過去2年間は蔓延防止、緊急事態等で、休会、
及びセレモニーのみの開催となりましたが、本
年度はワクチン接種・治療薬の開発で、ほぼ開
催できると考えいます。
新たな感染症対策がでた場合、対応策等も考
えながら、例年通り計画致します。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ロータリー情報委員長 渡辺 勉 君
地区内外のロータリークラブの
様々な活動・動向などを収集し、
会員に提供し、理解を深めていた
だく事を目的とします。
1．ロータリーの友、ガバナー月信
からの情報提供
2．入会３年以下の会員を中心としたオリエンテ
ーションの実施
3．例会プログラムの実施

2022-23年度合計72,000円☆閉会点鐘：高井一博会長☆今月会報担当：加藤幸徳委員長

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

7月14日 39
37
7月21日 40
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 )

出席委員会
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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)

