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日時：2019年 8月29日(木)12:30～
会場：遠軽信用金庫本店 ５階
司会：木 村 一則 ＳＡＡ ②

2019年 9月 5(木) 12:30～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９３３回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ：－
★四つのテスト：－

ゲスト卓話：林 史久 様
遠軽地区広域組合消防署 警備３課長

2019年 9月12(木) 12:30～

ライラセミナー報告
／会員組織委員会

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

会長報告

渡辺 勉 会長①
今日の例会は、職場訪問例会という事で信用金
庫様には迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致
します。
8月24日開催されました花火大会、社会奉仕委
員会の渡辺委員長、委員の皆様ご苦労様でした。
今まで見た事のない4,000発の花火！ 家庭学校
の生徒達も満足の事だったと思います。
また、9月8日のロータリーデーについてお願
いがあります。イベントへの参加について、ロー
タリーを理解していただく良い日になります様、
家族での参加をお願い致します。
昨日よりの九州地方での大災害、早い内からの
気象庁による“命を守る為の行動を”という予告で
始まった豪雨による災害、京都でも1名、九州で
2～3名の死者がでました。亡くなられた方のお
悔やみと被災された人々へお見舞を申し上げ、こ
れ以上の被害にあわれない事を祈っております。
我々もいつ起こるかわからない災害に対して、
備えておかなければならないと思います。

幹事報告

本間

克明 幹事③

１．第３回理事会報告 a.9月の例会プログラム
5日 ゲスト卓話
12日 ライラセミナー報告／19日 夜間例会
26日 会員組織委員会担当
b.釧路ベイRCからの訪問について
釧路ベイRCから、11月9日㈯に10名程度で訪
問希望があり、中湧別RCとの夜間合同例会を
同日に開催し対応することとなりました。
c.会員増強を進めるため、9月中に候補者をリ
ストアップすることとなりました。
本日のプログラム
d.遠軽RC旗争奪中学校野球大会新人戦は、9月
28日、29日に開催される予定。
２．遠軽ライオンズクラブより、10月6日(日)18
時より、チャリティーパーティー開催の案内。
３．(公財)米山梅吉記念館より賛助会員募集案内。
４．9月20日(金)18時、｢堀達也氏の名誉町民を
祝う会｣(発起人前田篤秀様)の案内。会長出席予定。
５．清里ロータリークラブより、創立50周年記
念式典の案内。11月10日㈰14時より、清里町
生涯学習センター。

委員会報告

◇東海林 勉

会員組織委員長④
12日例会で時間を頂いて会員増強について、
プレゼンを行い、26日例会担当プログラムで、
会員候補者リストアップをしてもらう予定です。

◇島田 光隆

会計

8月26日に会計監査が終わりましたので、遠軽
RC2018-19年度収支決算報告書を配布しており
ます。ご確認を頂きたいと思います。
◇金谷 正一 60周年実行委員会幹事⑤
来月半ばに式典参加者が確定しますので、各委
員会は予算案を作成し、提出して下さい。

本日のプログラム

職場訪問例会

棚橋 忠 職業奉仕委員長⑥
④
本日は遠軽信用金庫さんへの職場訪問です。楽
しみしております。よろしくお願いします。
【名前後の○数字は写真の番号】
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遠軽信用金庫の現況

遠軽信用金庫

理事長

島田

光隆

君

平素は、遠軽信用金庫に格別のご愛顧を賜り厚
くお礼申しあげます。
皆様には、本年度も当金庫の経営内容や事業活
動をご理解いただくため、作成いたしました法定
開示資料「2019年版ディスクロージャー誌『遠
軽信用金庫の現況』」に基づきご説明いたします。
遠軽信用金庫は、地域社会の一員として、地域
とともに発展を続ける《えんしん》を目差すこと
を基本理念にしています。経営理念は；
1．地域社会繁栄への奉仕
2．健全経営による事業の繁栄
3．明るい職場づくりと人材の育成
経営の基本姿勢：誠実・勤勉で、信頼される
《えんしん》を築こう。
理事長訓：一流の品格 一流の信用 一流の精神
行動規範：役職員の行動指標として、3つの願
い、理想とする職員像として、５つをそれぞれ定め
ています。
さて、2018年度の国内経済は、前半は、自然
災害の影響要因等がありましたが、アベノミクス
と日本銀行による異次元緩和の継続等により、緩
やかな回復基調となりました。しかし後半に入
り、世界的景気減速懸念が台頭し、先行きの不透
明感が増しつつある状況です。
道内経済も、穏やかな回復傾向にありますが、
高齢化や人口減少、空洞化といった従来からの構
造的な問題を抱えるほか、将来の不透明感や後継
者不足などにより設備投資を控える動きがあり、
また、昨年9月に発生した北海道胆振東部地震に
より、国内経済と同様に先行きに不安を残す状況
となりました。
当金庫の期末預金残高(譲渡性預金を含む。)
は、前期比74億円(2.38％)増加の3,220億円。

出席報告

竹内徳治
出席委員長

例会日

また、期末貸出金残高は、前期比49億円(3.13
％)増加の1,611億円となりました。
収益は、前期比3.45％減の39億円の計上とな
りました。また、経常費用は、前期比4.92％減の
31億円の計上となり、経常利益は8億円(前期比
2.63％増)、税引前当期純利益は7億7千万円(前期
比4.64％増)、当期純利益は4億9千万円(前期比
7.13％減)で、計画を上回る利益を確保すること
ができました。
金融機関の経営の安全性・健全性を示す自己資
本比率は、2019年3月末で18.80％となり、国内
基準4.0％を大幅に上回る高水準を確保している
ことに加え、不良債権比率も0.34％と極めて低水
準を維持していることから、経営の健全性は十分
に確保されているものと評価しています。
地域金融機関として、ローカル・グローバルを
問わず広く社会に存在する一企業として、その社
会的責任（CSR）を深く自覚し、「CRS基本方
針」と、その一環として環境基本方針を定め、こ
れらを踏まえた経営と環境問題への取り組みを推
進しております。また、地域住民の一員として、
経済、文化の発展に貢献できるよう、さまざまな
活動に取り組んでおります。
なお、営業区域は遠紋地区：1市5町、旭川地
区：2市8町、北見地区：1市2町、札幌地区：9市
5町1村、店舗は23（うち出張所4）あります。
新年度、当金庫は、長期経営計画｢えんしん｢共
創力｣発揮3か年計画～地域と共に未来へ歩み続
けるえんしんを目指して～《預貸和5,000億円へ
の挑戦》｣の中間年度として、①支援力・営業力
の深化×進化、②経営力・内部態勢の深化×進
化、③人材力・組織力の深化×進化、④業界総合
力の深化×進化、を基本方針に基づく重点戦略に
掲げて、信用金庫としての社会的使命を全うする
方針であります。
来年7月にはおかげさまで創立70周年を迎えま
す。今後ともより一層のご指導とご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。
◇この後、本部各フロアーを案内していただき、
ローカルにありながら、グローバルな金融機関と
しての役割を認識して参りました。

ニコニコＢＯＸ

前島英樹君 誕生日

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

8月22日 42
39
8月29日 42
39
2019-2020年度 国際ロータリー
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国)
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ)
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5,000円
2019-20年度合計 125,000円

☆閉 会 点 鐘：渡辺 勉会長
☆今月会報担当：山田荘一委員
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遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：渡辺 勉
副会長：上田 稔
会長エレクト：佐久間英昭 幹事：本間克明
会計：島田光隆
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直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

◇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)

