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＜経済と地域社会の発展（米山）月間＞
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日時：2019年10月 3日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 木 村 一 則 Ｓ Ａ Ａ

2019年10月10(木) 12:30～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９３８回 例 会 記 録

創 立60 周 年 式 典 準 備

創立60周年記念式典実行委員会

★開 会 点 鐘：上田 稔 副会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：本吉 春雄 君

会長報告

上田
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2019年10月17(木) 18:00～

夜

間

例
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ＪＣ交流合同例会

稔 副会長①

早いもので、10月に入りましたが、管内の内陸部で
は夏日が続いております。でも、これも今日までで、
明日からは下り坂の見込みですので、それなりの対応
が求められます。
来年はオリンピックの東京開催の年です。現在はラ
グビーのワールドカップが行われております。先週の
土曜日には、世界2位のアイルランドに逆転勝ちを収
め、大金星を挙げて世界中を驚かせました。やはり、
自国開催というのは持ってる力以上のものが発揮され
るような気がいたしました。他のスポーツでも同じよ
うな現象が起こりうるのかと思い楽しみです。直に応
援には行けないとは思いますが、楽しみが増した様な
思いでおります。

幹事報告

本間 克明

幹事③

１．第4回理事会報告 a. 10月の例会プログラム
3日 会員卓話 ／ 10日 60周年準備例会
17日 夜間例会（JC交流）／ 24日 地区大会報告他
31日 国際奉仕委員会担当
中湧別RCとの
b. 11月7日㈭例会を11月9日㈯に変更： 夜間合同例会
c. 紋別港RCの山市会員からご案内の「ロータリー通
解」冊子を若手教材用として10冊購入。
d. ロータリーデーのポリオ募金額80,023円を寄付。
２．臨時理事会の報告 a. 「九州北部豪雨災害への支
援について」は、1万円を寄付。
b. 11月9日㈯、夜間合同例会に釧路ベイRC会員14名
が集団メイキャップ、登録料は5千円。
c. 演台を新調。予算は37万円(予備費）。
３．国際大会と第2500地区オフィシャルツアーの案内。
４．10月12日、釧路の地区大会へバスで6時半頃出発。
11時半、会場前で記念写真を撮ります。
５．9月27日、町教育委員会主催｢えんがる落語会」で
河原会員が落語家としてデビューしました。

本日のプログラム
６．今月のロータリーレートは、１ドル108円。
７．本日、例会終了後に臨時理事会を開催。

委員会報告

◇前島

英樹

親睦活動委員長

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
遠藤利秀君
大西孝拡君
本間克明君③
日野邦彦君④ 加藤幸徳君⑤
金谷正一君
・今月の誕生日、おめでとうございます。
張江紀代美君⑥
西尾博行君
吉川紘君⑦
・祥月命日を迎えられる会員に供花を贈ります。
山田荘一君②

・10月17日の夜間例会は将来のロータリアンとなられ
るJC会員との合同例会です。多くの会員のご出席･ご
協力をよろしくお願いします。

◇東海林

勉 会員組織委員長

会員候補者リストアップ未提出の方はよろしくお願
いします。なお、来月の例会でワークシート集計に対
する行動計画を策定して実施したいと考えています。

◇乾

淳 青少年奉仕委員長

去る9月28日㈯、29日㈰、えんがる球場で、第40回
遠軽ロータリークラブ旗争奪中学校野球大会新人戦が
遠軽地区教育委員会協議会の共催、遠軽地区防犯協会
の後援、そして北海道軟式野球連盟遠軽支部と遠軽軟
式野球連盟の主管、その他多くの皆様のご協力のも
と、参加校8校4チームにより開催されました。
試合は、本間幹事の始球式で始まりトーナメント7
回戦で行われ、決勝戦は秋晴れの中、湧別中学校対遠
軽南・生田原・丸瀬布の各中学校（以下、3校）合同
チームが対戦、両チームともヒットは出るものの得点
には至らず、3回、先攻の3校合同チームがヒットを重
ね1点を先制、その後、6回まで毎回得点を挙げた3校
合同チームが4対2で勝ち、私が優勝旗を授与しました⑧。
今大会も5回途中より女性投手がマウンドに立つな
ど、多くの女性選手が活躍する場面が見られ、今後の
④
活躍が期待されます。【2面右段へ】
【名前等後の○数字は写真とその中の番号】
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本日のプログラム 会員卓話

“ヤマダ グローバル ファミリー 2019”
山田

荘一

君

私は、遠軽ロータリ
ークラブに入会する10
数年前ですが、ロータ
リーの交換留学生を預
かったことがきっかけ
で、ホームステイ歴30
年以上、50ヵ国ぐらい
から数百名の子どもた
ちと生活を一緒にさせ
てもらい、特別勉強し
たわけではないが、色々なことをたくさん教えていただ
く機会に恵まれました。
そして私自身も同じぐらいの国へ旅行というか足を入
れたという経験がありますので、そのなかでいろいろな
コミュニケーションやノミニケーションを通して人間関
係をつくりながら教わったことで、ほとんど失敗から学
んだことでもあります。
遠軽にいても世界のニュースが身近に感じたり出来る
ことは、認知症予防のためには大変有難いことです。
その中で、今香港が大変なことになっているので、私
も人ごとでは無く身内のような気持ちでニュースを見て
います。現地にいる（ホームステイした）子どもたちか
ら断続的に情報が入ってきています。
私は3月に80歳になり、その誕生日を香港で祝うと言
うことで家族で行ってきました。
この派手なネクタイはその時、買ってくれたもので
す。（トランプじゃあるまいし…還暦はとうに過ぎてい
る）誕生パーティーを開いてくれ、子どもたちが13人出
席してくれたたんです。その時に皆でそろって（シャツ
を脱いで披露)このTシャツを作ってくれて迎えてくれ
た。“YAMADA GLOBAL FAMILY 2019”、“80”などとプ
リントしてありました。
4泊5日の旅行で、送迎からマカオの観光とか、全部や
ってくれました。マカオはすごい建物がどんどん建って
素晴らしく発展、香港はどんどん寂れていく感じがよく
見えました。
いま、グローバリズム、それに対するナショナリズム
という話し方が最近ずいぶんされていますけど、グロー
バリズムというのは大変危険な思想ではないかと最近

【1面より】 私は選手達のプレーを見て、真剣にプレー
する姿がとてもかっこ良く感動致しました。
今後も次世代を担う青年達が心豊かに成長できるよう
本大会を継続的に続けて行かなければと思う2日間でし
た。【写真上は参加者全員で節目の大会記念撮影】
最後になりますが、2日間に渡り球場に来て頂きました
多くの会員の皆様に感謝を申し上げ報告と致します。
思うようになりました。グローバリズム、グローバ
ルスタンダードは誰が、どこの国が仕切ってやるかとい
う問題だと思うからです。
今日の例会で歌った「奉仕の理想」の中に「御国に捧
げん 我らの生業 望むは世界の 久遠の平和」。「望
むのは世界の平和」ですが、平和への考え方はそれぞれ
の仕事、それぞれの国を大事にすることによって世界の
平和になっていく。国際ロータリーの考え方は一つだか
ら、それで全部やれるということではない。
だから、グローバルスタンダードの、それぞれの国、
人がちゃんとやっていることが世界の平和のために良い
のだと云うことで、みんな違いを認めながら生きてい
く、みんな違うということ、それが国際人、国際化、国
際理解であると思います。
私はロータリーの、広くものを見たり、感じたり、あ
るいは深く味わう人生のきっかけを造ってもらったこと
で、ありがたいなと思っています。

ニコニコBOX

前島英樹親睦活動委員長

遠藤利秀君 結婚記念日
5,000円
本間克明君 結婚記念日
5,000円
加藤幸徳君 結婚記念日
5,000円
張江紀代美君 誕生日
5,000円
吉川 紘君 誕生日
5,000円
山田荘一君 祥月命日
5,000円
河原英男君 晴れて落語家としてデビュー
3,000円
2019-20年度合計 197,000円

☆閉 会 点 鐘：上田稔副会長☆今月会報担当：大西孝拡委員
2019-20_13th-02
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