
・2014年6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 渡辺 渡辺 渡辺　　　　政俊 会長政俊 会長政俊 会長政俊 会長

 木村 木村 木村 木村　　　　一則  幹事一則  幹事一則  幹事一則  幹事

　　　　クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム

 事業報告 事業報告 事業報告 事業報告／／／／退任挨拶退任挨拶退任挨拶退任挨拶

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

会長報告会長報告会長報告会長報告
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第第第第２６８６２６８６２６８６２６８６回 例会記録回 例会記録回 例会記録回 例会記録：：：：

☆開会点鐘  渡辺 政俊 会長　☆国歌「君が代」　☆Ｒソング「奉仕の理想」　☆四つのテスト　中川 満之 会員

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告

本日本日本日本日ののののプログラムプログラムプログラムプログラム
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　今朝は久しぶりの本格的な雨で、農家の皆さん

や家庭菜園は､乾いてパサパサだった畑が潤って､

一安心しているのではないでしょうか。

　最近は暑さ寒さ、日照りや大雨等天候変動が激

しくて、地球温暖化の影響なのかどうかは判りま

せんが、日本は熱帯地方の天気になって来ている

のを感じています。

　会長報告も今回で46回目となり、役割も今日の

クラブフォーラムを含めて例会は残り三回となり

少し気分が楽になりました。

　最近ＮＨＫの朝ドラの「花子とアン」にはまっ

ていて、毎朝見てから仕事に自宅を出発します。

山梨が舞台なので、良く出てくる山梨弁に｢テ！｣

と｢コピット｣があります。｢テ！｣とは驚いた時に

使い、以前の朝ドラの「あまちゃん」に出てきた

｢ジェジェジェ｣と同じような使い方をします｡｢コ

ピット｣とはしっかりとか真面目にするとの意味

です。私の任期も残りは少ないですが、コピット

やりましょう、と自分に檄をとばしています。

 夜間例会 夜間例会 夜間例会 夜間例会：：：：慰労会慰労会慰労会慰労会、、、、表彰式表彰式表彰式表彰式

 クラブフォーラム クラブフォーラム クラブフォーラム クラブフォーラム：：：：退任挨拶退任挨拶退任挨拶退任挨拶

１．家庭学校(6/29)・北光福祉会(6/22)より運動

　会の案内がきています。

２．7/27(日)帯広で米山奨学金・ロータリー財団

　セミナーが行われます。対象者で出席される方

　は申し込み用紙に記名をお願いします。

３．来週の例会終了後に理事会を行います。引継

　ぎなどもあると思いますので、新旧の役員の方

　はご出席下さい。

◇◇◇◇親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　利秀利秀利秀利秀　　　　委員長委員長委員長委員長
・28日のゴルフ､パークＧの申込締切は本日です｡

・6月の結婚記念日おめでとうございます。①

　渡辺政俊会員　成田弘明会員　西　清治会員

　石井定男会員　伊藤太一会員　東海林勉会員

　北野義樹会員　中川満之会員

・6月の誕生日おめでとうございます。⑥

  東海林勉会員　棚橋　忠会員

◇◇◇◇渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　政俊政俊政俊政俊　　　　会長会長会長会長②
　今年度一番大変だったのは会員増強です｡一名

退会､一名の会員が亡くなりましたが、最後にな

ってようやく二名の新会員が次年度より入会して

くれることになり少しホッとしています。

　 　　　　　　　　　　　　　　 【(2)面へ】

　　　　【役職、名前等の後の○数字は写真の番号】

 （親睦ゴルフ、パークゴルフ）

◇◇◇◇次年度次年度次年度次年度　　　　黒坂黒坂黒坂黒坂　　　　貴行貴行貴行貴行　　　　幹事幹事幹事幹事
　今年度活動報告及び次年度活動計画を未提出

の委員長は早急に提出して下さい。

　また､会員名簿等を回覧しています｡確認の上､

データ等に誤りがあればご連絡下さい。
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出席報告

出席報告出席報告

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 無届欠席

6月 5日 33 30 22 2 80.0%

6月12日 33 30 28 93.3%
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出席委員会

出席委員会出席委員会

出席委員会　

　　

　竹内 徳治 委員長

竹内 徳治 委員長竹内 徳治 委員長

竹内 徳治 委員長

☆ 閉 会 点 鐘　渡辺　政俊　会長

☆今月会報担当　中川　満之　会員

親睦活動委員会

親睦活動委員会親睦活動委員会

親睦活動委員会　

　　

　遠藤 利秀 委員長

遠藤 利秀 委員長遠藤 利秀 委員長

遠藤 利秀 委員長
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　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　 渡渡渡渡　　　　辺辺辺辺　　　　政政政政　　　　俊俊俊俊

副 会 長　 西西西西　　　　　　　　　　　　清清清清　　　　治治治治

会長ｴﾚｸﾄ　 上上上上　　　　田田田田　　　　　　　　　　　　稔稔稔稔

幹　　事　 木木木木　　　　村村村村　　　　一一一一　　　　則則則則

会　　計　 遠遠遠遠　　　　山山山山　　　　　　　　　　　　博博博博

Ｓ Ａ Ａ　 成成成成　　　　田田田田　　　　弘弘弘弘　　　　明明明明

〒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  info@engaru-rc.com

北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目

　　ホテル

ホテルホテル

ホテル　

　　

　サンシャイン

サンシャインサンシャイン

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 613,736円

◇◇◇◇国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会　　　　金谷金谷金谷金谷　　　　正一正一正一正一　　　　委員長委員長委員長委員長⑧
　４点の事業を実施しました。（事業報告参照）

　地区補助金の活用により老人ホーム花の苑に電

動車椅子6台を贈る補助金を申請中です。

◇◇◇◇新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会　　　　吉川吉川吉川吉川　　　　紘紘紘紘　　　　委員長委員長委員長委員長⑨
 ロータリー旗争奪中学校野球新人戦大会の主

催、ライラセミナーへの青年2名派遣（同行）、

インターアクトクラブへの支援などを行い、同地

区大会に同行しました。

 また､遠軽高校インターアクトクラブ例会を訪問

し激励をしました。（事業報告参照）

◇◇◇◇第第第第4444分区分区分区分区ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐　　　　東海林東海林東海林東海林　　　　勉勉勉勉⑩
　この一年間、ガバナー補佐として本当に得がた

い経験をさせてもらい、ロータリー活動をしてい

て良かった、と改めてクラブと会員の皆さんに感

謝を申し上げます。

　今後も皆さんとロータリー活動を頑張っていき

たいと思っています。

    　　　　　　　　　　　　　　　　【(1)より】

　地域にロータリークラブの活動を認知してもら

う活動も今年度はやり足りない部分でしたので、

今後に残して行かなければならない課題だと思っ

ています。会員の皆様の御協力により無事終了す

る事ができて、心からお礼申し上げます。

◇◇◇◇木村木村木村木村　　　　一則一則一則一則　　　　幹事幹事幹事幹事③
　この役職を会員の皆様や事務局の助けを受けな

がら、なんとかやってこれたと思っています。

　今年はＩＭの開催という大きな事業があったに

もかかわらず、肝心のときに役割を果たせないと

いうお粗末もありました。

　ですが、幹事として他のクラブの方々と接する

機会が多くなり、色々とロータリーを勉強する機

会を与えていただきました。今後は長い目で見て

この経験を自分のロータリー活動に、クラブの活

動に役立てていけるよう努力していきたいと思い

ます。様々なご協力有り難うございました。

◇◇◇◇成田成田成田成田　　　　弘明弘明弘明弘明　ＳＡＡ　ＳＡＡ　ＳＡＡ　ＳＡＡ④
　ＳＡＡとして経験や勉強不足のため例会の進行

・秩序を維持することは大変で、特に準備におき

ましては事務局無では難しかったかと思います。

　また、自分が欠席の時には遠藤副ＳＡＡに助け

られ、プログラムの時間が少ないと判断される場

合は、事前に先輩会員より追加プログラムの提案

を頂きました。

　皆様に１年間助けられ無事任務を終えることが

でき感謝致します。

◇◇◇◇職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会　　　　棚橋棚橋棚橋棚橋　　　　忠忠忠忠　　　　委員長委員長委員長委員長⑤
　目標として3つの事業がありました｡皆さんのお

力添えで行事はすべてクリアできました。各委員

さんの力を存分に引き出せたか疑問です。また機

会があればこの経験を生かし積極的に活動したい

と思います。

◇◇◇◇社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会　　　　兼平兼平兼平兼平　　　　哲雄哲雄哲雄哲雄　　　　委員長委員長委員長委員長⑦
　地域社会のニーズに合った新たな事業を会員の

皆様に提案をお願いしたところでありますが、特

に新しい事業の提案はなく、今年度は例年通りの

事業となりました。（事業報告参照）

会員皆様のご協力ありがとうございました。

本吉春雄会員　無断欠席  　　　　　　　　　1,000円

佐藤直也会員　無断欠席　　　　　　　　　　2,000円

片石利見会員　無断欠席　　　　　　　　　　1,000円

棚橋　忠会員　誕生日　　　　　　　　　　　5,000円

東海林勉会員　結婚記念日・誕生日　　 　　10,000円

石井定男会員　結婚記念日・無断欠席　　　　7,000円

北野義樹会員　結婚記念日　　　　　　　　　5,000円

渡辺政俊会員　結婚記念日　　　　　　　　　5,000円

成田弘明会員　結婚記念日　　　　　　　　　5,000円

西　清治会員　結婚記念日　　　　　　　　　5,000円

中川満之会員　結婚記念日　　　　　　　　　5,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　  合計  51,000円


