
・2013年7月4日（木）12:30～　遠軽ＲＣ通常例会

・司会：SAA 成田 弘明会員　於：ﾐｰﾄﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝYOSHIKAWA

 木村　一則　幹事①

 渡辺　政俊　会長

〈8月：会員増強及び拡大月間〉

委員会報告

第２６４１回 例会記録：

☆開会点鐘　渡辺 政俊会長　☆国歌斉唱「君が代」　☆Ｒソング「奉仕の理想」　☆四つのテスト　棚橋　忠会員

幹事報告

会長報告

（1）2013（平成25）年7月11日発行

開会に先立ち、会長バッジの引継が行われました

本日のプログラム
2013年7月11日(木) 12:30  クラブフォーラム：就任挨拶

 夜 間 例 会次回のプログラム
2013年7月18日(木) 18:00

　此処にいると“おいしいサガリを焼いてビール
を一杯！”そんな気分にもなりますが、本日はホ
テルがすべて満室で使えないために、吉川会員に
無理を言って会場をお願いしました。ありがとう
ございました。
　本日が私の会長としての第一回目の例会となり
ます､これから一年間どうぞよろしくお願いします｡
　今年度の2500地区葭本ガバナーは新しい視線で
地域社会に対する奉仕を見つめ直しましょうと
言っています。地域の人達にロータリーを知って
身近に感じてもらいたいとの考えです。
　本日の例会はクラブフォーラムで、今年度の新
しい年次計画の発表です。その内容をいかに新し
い活動に結びつけていけるのかを、一年間しっか
りと考えながら行動していきたいと思っていると
ころです｡
　東海林会員が分区のガバナー補佐となり、地区
の新世代委員長としても活躍しています。遠軽が
ホストするIMが年度末にありますが、地区との太
いパイプがありますので安心して進めていけると
思いますので、今年度も会員皆様のご協力を心か
らお願いいたします。
　先日、遠藤忠男会員より7月1日付けにて「遠軽
ロークリクラブを退会します」との手紙を会長と
幹事宛にもらいました。20年間在籍していたそう
で非常に残念です。その件につきましては、本日
例会終了後に臨時理事会を開きますので、理事の
皆様には残ってもらい若干の時間を頂きたいと思
いますのでよろしくお願いします。

◇前年度出席委員会　山田前出席委員長
　2012～2013年度　出席100％の会員に藤田前会長
から記念品贈呈。
　＊31年：北野義樹　＊21年：石井定男
　＊17年：兼平哲雄
　＊16年：山田荘一、吉川　紘
　＊15年：金谷正一
　＊14年：竹内徳治、東海林勉
　＊13年：片石利見　＊11年：中川満之
　＊７年：遠山　博、藤田禮三、佐久間英昭
　＊６年：渡辺政俊　＊4年：上田　稔、西　清治
　＊３年：木村一則
　＊２年：黒坂貴行、南　明広、成田弘明、
　　　　　大久保忠明
　＊１年：遠藤利秀

【役職名・名前後の○数字は裏面に掲載の写真番号】

１．6月20日理事会の報告(本年度該当分のみ)
　・会長経験者バッチの授与について
    数年に遡り、未授与の会長にも贈呈する
　・規定審議会で、新世代奉仕委員会を青少年委
　　員会に改名:ガバナー事務所に確認した結果、
　　当面現行のままでも構わないと返答。正式な
　　意向が表明されたら、定款変更から手続きを
　　始めます。

２．本日、2013-14年度の活動報告書を配布してい
　ます。お気づきの点がありましたら、幹事まで
　お知らせください。

３．7月28日、釧路で米山記念奨学会セミナー
　 ・ロータリー財団セミナー開催されます。
　　対象者：会長・幹事・会長エレクト・クラブ
　　　　　　内当該委員長
  　出欠の確認をとって出席者を決定します。

４．本日、例会終了、臨時理事会を開催します。

５．上半期の会費納入のご案内をしています。
    期限厳守でお願い致します。
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出席報告

例会日 会員数
出席計算
会 員 数

出席者数
メイク
アップ

出席率 無断欠席

6月29日 37 33 23 5 84.8%

7月 4日 35 31 27 87.1%

ＵＲＬ：engaru-rc.com
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親睦活動委員会　遠藤 利秀 委員長

出席委員会　竹内 徳治 委員長

本日のプログラム・就任挨拶

〈活動計画書と重複する場合は割愛〉
【役職名・名前後の○数字は写真番号】

☆今月会報担当　石井　定男　委員

☆閉会点鐘　　　渡辺　政俊　会長

　編集・発行　メディア委員会
　委員長　海　野　　　功
　委　員　石井定男( 7･ 8月)
　　　　　上田　稔( 9･10月)
　　　　　棚橋　忠(11･12月)
　　　　　西　清治( 1･ 2月)
　　　　　東海林勉( 3･ 4月)
 　　 　　中川満之( 5･ 6月)

会　　長　 渡　辺　政　俊

副 会 長　 西　　　清　治

会長ｴﾚｸﾄ　 上　田　　　稔

幹　　事　 木　村　一　則

会　　計　 遠　山　　　博

Ｓ Ａ Ａ　 成　田　弘　明

〒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  re1959@engaru-cci.or.jp

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  Fax 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)

◇会長　渡辺 政俊
　今年の活動方針の中に例会を楽しく充
実させたいとの思いがあります。会員同
士がゆっくりと会話できる時間をもうけ
て会員同士のコミュニケーションをはか
り、退会防止に役立てたり、地域の若い人達のクラブ
との交流で、新しい風を入れてクラブの活性化をはか
りたいと考えています。
　それと同時に最近は例会の中で気になる部分もあり
ました。それはゲスト卓話の最中でも大きな声で話を
する人がいることです、紳士の集まる例会の場にあっ
てはならない事だと考えますし失礼でもあります。Ｓ
ＡＡと共にルールとマナーを守る例会をめざしたいと
思います。

◇幹事　木村 一則
＜活動計画書参照＞

◇ＳＡＡ　成田 弘明②
　ＳＡＡを仰せつかり、渡辺会長の方針に従い例会の
進行をつつがなく行い、また会場の格調を守れるよう
心がけていきたい。まずは、例会の食事の中で、楽し
い談話ができるよう思案中です。

◇職業奉仕委員会　棚橋　 忠 委員長③
　職業奉仕委員会を担当することになりました。
　ロータリーの存在理由は、職業奉仕にあるといわれ
ているので、その理念に沿うよう委員の皆様方からお
力をお借りしながら、一生懸命努めていきたいと思い
ます。

◇社会奉仕委員会　兼平 哲雄 委員長④
＜活動計画書参照＞

◇新世代委員会　　吉川　 紘 委員長⑤
　遠軽高等学校インターアクトクラブ例会に訪問し、
ロータリークラブについて説明もしたい。この2500地
区66クラブ中、ＩＡＣは11のクラブにしかないので、
遠軽ＲＣにとって「誇りである」と、是非､話してみ
たい。

◇国際奉仕委員会　金谷 正一 委員長⑥
　私は２回目の同委員長就任ですが、今年度は地区補
助金を活用しての奉仕活動の申請を計画してます。奉
仕内容については、時間を掛け他委員会と連携して東
海林ガバナー補佐の指導を受け慎重に決めたいと思っ
ているので、協力の程、お願いします。

渡辺　政俊会員　会長就任／出席100％6年　12,000円
木村　一則会員　幹事就任　 　　　　　　　5,000円
藤田　禮三会員　バスト会長バッジ受領／
　　　　　　　　出席100％  7年　　　　　12,000円
東海林　勉会員　ガバナー補佐就任／
　　　　　　　　出席100％ 14年 　　　　 10,000円
成田　弘明会員　ＳＡＡ就任　　　　　　　 2,000円
棚橋　　忠会員　職業奉仕委員長就任　　　 2,000円
金谷　正一会員　国際奉仕委員長就任／
　　　　　　　　出席100％ 15年 　　　　  4,000円
吉川　　紘会員　新世代奉仕委員長就任／
　　　　　　　　出席100％ 16年 　　　　  4,000円
佐久間英昭会員　会員組織委員長就任　　　 2,000円
海野　　功会員　メディア委員長就任　　　 2,000円
遠藤　利秀会員　親睦活動委員長就任／
　　　　　　　　出席100％  1年　　　　　 4,000円
佐藤　直也会員　ロータリー情報委員長就任 2,000円
南　　明広会員　職業奉仕委員長退任／
　　　　　　　　出席100％　2年 　　　　　4,000円
北野　義樹会員　出席100％ 31年　　　　　 2,000円
石井　定男会員　同　　　　21年　　　　 　2,000円
兼平　哲雄会員　同　　　　17年　　　　 　2,000円
山田　荘一会員　同　　　　16年　　　　 　2,000円
片石　利見会員　同　　　　13年　　　　 　2,000円
中川　満之会員　同　　　　11年　　　　 　2,000円
上田　　稔会員　同　　　　 4年　　　　 　2,000円
黒坂　貴行会員　同　　　　 2年　　　　 　2,000円
前田　篤秀会員　ノーバッジ　　　　　　 　1,000円
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計82,000円

　ロータリーに入って25年経ちますが初めて出席
委員長に。楽しくやっていきたいと思います。


