
・2013年12月12日（木）12:30　遠軽ＲＣ通常例会

・司会：ＳＡＡ 成田 弘明 会員　於：ホテルサンシャイン

 渡辺　政俊　会長①

　年次総会

 木村　一則　幹事②

会長報告

幹事報告
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第２６６３回 例会記録：

　☆開会点鐘　渡辺 政俊 会長　☆Ｒソング「我等の生業」

本日のプログラム

本日のプログラム
2013年12月19日(木) 18:00

次回のプログラム
2014年 1月 9日(木) 18:00

　一昨日は大荒れとの予報で雨が降り道はどうな
るのだろうと心配しましたがたいしたことなく終
わり安堵しました。
　工事の業者さんは暮れにかけて追い込みなので
天気が良いのは本当にありがたいといっていまし
た。
　エルム美容室の隣の日通の解体は本日で終了し
また一つ町中に大きな空き地が出現しました。
　今年日本を訪れる外国人の観光客は過去最高の
百万人に到達しそうですが近くまでは来ているは
ずの外国人の観光客を、遠軽町内では見たことが
ありません。おいしい食べ物もふんだんにあり、
交通の便利さも良い部分をいかした呼び込み方法
はないものでしょうか。なんとか町中に人を呼び
込める建物が建って、町中の空き地がアパートだ
らけにならないように祈っています。
　さて、今日は年次総会です。次年度が決まって
活動を初めていきます。準備万端な次年度ですの
で心配点はありません。私は会長の折り返し点に
到達しますので半分は気楽になれると思います。

 新 年 交 礼 会

 ク リ ス マ ス 家 族 会

１．次週クリスマス家族会の出欠・バザー品の提
　供は、本日が締切です。また、例年よりご家族
　の出席が少ないように思えますので、多くの出
　席をいただけますようお願いします。

２．家庭学校（吉川会員出席）・北光学園（木村
　会員出席）･ひまわり学園（木村会員出席）の
　クリスマス会の案内が来ています｡開催日は12
　月23日（月）です。

３．2013年3月の規定審議会で採決された新世代
　の呼称を「青少年」に変更する件で、「定款・
　細則の変更について」、本日、変更内容＝資料
　を配布し､1月の例会で承認を戴きたいと考えて
　いますので、よろしくお願いいたします。

次年度役員・理事の指名
　選考指名委員会　兼平　哲雄　委員長③

　次年度（2014～2015）の役員・理事の方々を次
のとおり指名いたします。

　役　員
　　会　　　　長　　　上田　　稔　会員
　　副　 会　 長　　　兼平　哲雄　会員
　　会長エレクト　　　木村　一則　会員
　　幹　　　　事　　　黒坂　貴行　会員
　　会　　　　計　　　遠山　　博　会員
　　Ｓ 　Ａ 　Ａ　　　遠藤　利秀　会員
　　直 前 会 長　 　　渡辺　政俊　会員
 
　理　事
　　クラブ奉仕委員長　金谷　正一　会員
　　職業奉仕委員長　　渡辺　　勉　会員
　　社会奉仕委員長　　海野　　功　会員
　　国際奉仕委員長　　中川　満之　会員
　　青少年奉仕委員長　東海林　勉　会員
　　副幹事　　　　　　成田　弘明　会員
　　副ＳＡＡ　　　　　伊藤　太一　会員

　盛大な拍手をもって承認されました。

　　　　　　【名前、役職後の○数字は写真番号】

､



　会員卓話
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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

12月 5日 35 31 23 74.2%

12月12日 35 31 23 74.2%

ＵＲＬ：engaru-rc.com
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親睦活動委員会　遠藤 利秀 委員長

☆今月会報担当　棚橋　　忠　委員
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出席委員会　竹内 徳治 委員長

☆ 閉 会 点 鐘　渡辺　政俊　会長

本日のプログラムⅡ

東海林　勉 会員

　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)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 累計 291,000円

　　 2013～2014年度　ＲＩ第2500地区　第4分区
　ＩＭ（都市連合会）役員及び実行委員会名簿
【役　員】
　　第４分区ガバナー補佐      東海林　勉
　　遠軽ロータリークラブ会長  渡辺　政俊
　　遠軽ロータリークラブ幹事  木村　一則
　　ＩＭ実行委員長            藤田　禮三
　　ＩＭ副実行委員長          兼平　哲雄
　　ＩＭ幹事                  上田　  稔
　　ＩＭ副幹事                金谷　正一
　　ＩＭ会場監督              黒坂　貴行
　　ＩＭ総務兼研修委員長      海野　　功
　　ＩＭ交流（親睦）委員長    成田　弘明
　　ＩＭ会計                  遠山　  博
 　　 　事務局                小林真由美

【実行委員会委員】
・総務兼研修委員会
 委員長   海野　　功
 副委員長 木村　一則
 委員 　　伊藤　幸光  竹内　徳治  片石　利見
 　    　 本吉　春雄  北野　義樹  笠松　　弘
　　   　 山田　荘一  西　　清治  前田　篤秀
　　   　 中川　満之  大久保忠明

・交流（親睦）委員会
 委員長　 成田　弘明
 副委員長 遠藤　利秀
 委員 　  石井　定男  照井　勝巳  吉川  　紘
　　　  　乾  　禧實　河原　英男  渡辺  　勉
　　　  　棚橋    忠　佐藤　直也  佐々木　正
  　　 　 佐久間英昭  伊藤　太一  南　　明弘

 11月25日、Ｅテレの「スーパープレゼンテーショ
ン＝夢を叶えたマサイの少女：学校へ行きたいと
言った少女」という番組を観て、ロータリーのプ
ログラムと同じような気になりました。是非、皆
さんにも観て頂きたい。（視聴は出来なかったの
で）この番組のナビゲーターのお話を紹介します｡

　恵まれていない国の「仲間」とつながる
　今日のスピーカー、ケニアのカケンヤ・ンタイ
ヤは、教育者であり、活動家としても活躍してい
ます。プレゼンテーションのタイトルは「A girl
who demanded school」。 「demand」というのは
「強く要求する」という意味です。女性たちがあ
まり教育を受けさせてもらっていないケニアの農
村で育った彼女は、強い意志で教育の道を切り開
いていきました｡その勇気がとても感動的でした｡

　彼女のプレゼンテーションは、本当にびっくり
するような話でしたが、実はこれはケニアの農村
だけではなく、世界中のさまざまな国で起きてい
ることです。とはいえ、アフリカなどの恵まれて
いない国の問題について、報道やレポートを通じ
ていろんな話を聞くと思いますが、なかなか身近
には感じられないですよね。

　しかし今回のプレゼンテーションのように、目
の前で本人が語ると、本人の顔を見ながら話を聞
くことになるので、「遠い国の話」が、突然「自分
の仲間の話」になります｡お客さんの顔を見ると本
当に感動していて、彼女とお客さんたちが「つな
がっている」のが、みなさんにも伝わったと思い
ます｡

　恵まれていない国で問題に取り組む人たちは、
これからもこうやって活動していくと思います。
みなさんももっと関心を持って、行動を起こして
ほしいと思います。
 
　　　　　    　マサチューセッツ工科大学
　　　　　　　　メディアラボ所長 伊藤  穰一

黒坂貴行会員　誕生日　　　　　　   　　　 5,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計   5,000円


