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遠軽ロータリークラブ
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９４３回 例 会 記 録

2019年11月14(木) 12:30～

日時：2019年11月 9日(土)18:00～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 木 村 一 則 Ｓ Ａ Ａ
★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：竹内 徳治 君

会員増強アクションプログラム作成

会員組織委員会

2019年11月21(木) 12:30～

ゲスト卓話：工藤 泰之 様
2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

遠軽警察署長

◇本日のビジター

中湧別RC、釧路ベイRCの皆さん

遠軽RC会長報告

渡辺 勉 会長①
本日は二クラブ合同例に中湧別RCの皆さん、そ
して釧路ベイRCから14名の皆さんがメーキャップ
で遠路、ようこそお越しいただきました。
去る10月26日、当クラブの創立60周年記念式典
には各クラブから多くの皆さんのご参加の元、盛会
裏に終わらせていただきました。衷心より感謝を申
し上げます。
今宵はご歓談、そして交流を深め、楽しい一時を
お過ごしいただきたいと思います。

中湧別RC会長報告

宮川 勝彦 会長②

先日の貴クラブ創立60周年記念式典では大変お
世話になりました。
理事会の報告です。入会3年未満会員を対象に、
ロータリーの歴史、綱領、哲学、ロータリアンの責
任と義務について理解してもらう内容で、新会員の
ためのオリエンテーションを行います。
会員増強については次例会で行います。

遠軽RC委員会報告

金谷 正一 60周年記念式典実行委員会幹事

先の60周年記念式典には本日お越しの各クラブ
の皆さんに多数のご参加を戴き誠に有難うございま
した。感謝とお礼を申し上げます。
委員の皆さまには配布の通り、最後の実行委員会
を開催しますのでよろしくお願いします。

本日のプログラム
ごあいさつ

2019-20年度RI第2500地区ガバナー
ノミニー 漆崎 隆 君（釧路ベイRC)③

本日の合同例会に私どもが多数参加することを快
く引き受け戴き、誠にありがとうございます。貴ク
ラブ様には23年前、自クラブ創立時にインターア
クトクラブ設立のご指導を何回も戴きに雪の峠を越
えて行った記憶が昨日のように蘇ります。
今後もいろいろな機会を通じて親しくお付き合い
戴ければと思います。
今日は皆さまとの交流会に参加させて頂くことを
楽しみにして参りました。よろしくお願いします。

本日のプログラム 懇親会

懇親会は、沢田雅仁釧路ベイRC会長の乾杯④で
始まりました。当クラブとしては分区を越えた交流
会は初めてで、記念すべき合同例会と集団メーキャ
ップの懇親会は大いに盛り上がりました。⑤
アトラクションは“風船を割らないでいかに多く
のテープを剥がせるか”⑥に一喜一憂。
④
最後は“手に手つないで”締めました。【2面】
【名前等後の○数字は写真の番号】
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◇本日のゲスト／ビジター

遠軽町教育委員会 総務課主幹
西
聡 様
同 英語指導助手(ALT) ボーマン･ケイト･リー 様①
中湧別ロータリークラブ
土井 昭宏 君

会長報告

上田

稔

副会長②

先週の土曜日、10月26日は当クラブ創立60周年記念の
式典等を開催し、会員の皆様は大変お疲れ様でした。
また、お手伝いを頂きました会員の奥様、並びに商工
会議所のお二人に対しましても、心から感謝致します。
5月に発足した60周年記念式典の各実行委員会も数回
に亘る委員会を開催し、落ち度の無いように準備して参
りました。やはりこう言うイベントには想定外の事態は
起きるものです。今回も何件か起こりましたが、担当ス
タッフの機敏な発想により事なきを得たと聞いています
が、私自身も反省するところです。担当スタッフの皆
様、お疲れ様でした。
今年度の当クラブ最大のイベントは終わりましたが、
まだクリスマス家族会等、いくつかのイベントは残って
います。会員の皆様の今後ともご協力をお願いします。
明日から11月に入ります。体調管理に充分気を付けて
お元気で過ごされますようご祈念致します。

幹事報告

本間

克明 幹事

１．臨時理事会の報告。
a. ｢台風15号災害への支援について｣、10,000円を寄付。
b. 留辺蘂RC鑓水会員訃報に、香典10,000円を支出。
２．佐久間英昭会長エレクトから都合により次年度会長
を受けられないとの申し出。
３．2019年1月のRI理事会決定により、｢ロータリアンの
行動規範」に「ハラスメントに関する内容」が追加。
４．日本のロータリー100周年実行委員会より、クラブ
と会員のロータリーに関する意識調査の依頼。
５．｢第7回日台ロータリー親善会議福岡大会｣の案内。
締切：11月29日、親善会議開催日：3月6日
６．比国育英会バギオ基金より、｢第41回バギオ訪問交流
の旅｣募集案内。旅行日程：3月12日から4日間。
７．11月9日㈯の夜間合同例会に中湧別RCから8名参加。
８．11月の例会開催日は、11月9日㈯、14日㈭、21日㈭、
28日㈭の4回です。

ALT

ボーマン・ケイト・リー 様①

私はオーストラリア出身で、ニューサウスウェールズ
州にあるナララ（シドニーから北東へ約50㎞）に住んで
います。そこは丸瀬布の様に森に囲まれていて、海も近
くにあります。母国の小学校では外国語を習いません
が、高校では1年間(希望の)外国語を勉強しなければなり
ません。私は大学で日本語学を専攻しました。
日本の小学校では英語を勉強しなければならないよう
です。従って、生徒たちが英語を楽しく学習できるよう
にすることはとても重要です。私は2018年7月に着任
し、2020年7月まで契約期間があります。私はALTとして
現在、丸瀬布と白滝の小･中、そして遠軽の小学校で、教
師の英語や英会話授業を助けたり、アドバイスをしてい
ます。生徒たちはとても素晴らしく親切で、いつも学ん
だり習うことに非常に前向です。
日本に来て14ヶ月、初めて家を離れたので少し寂しさ
を感じた時もあったが、日本の文化は母国とあまり変わ
らず、また、日本のことを沢山学んできたのでカルチャ
ーショックは全く無かったけれど、少し不安でした。
でも、丸瀬布に来てお祭りに行ったとき、生徒たちに
会い、彼らは私を歓迎してくれてすぐに打ち解けまし
た。地元の人たちもとても親切で歓迎してくれました。
そこで英会話教室を開き、毎週教えていますが、同僚
も含めて皆さんが日本語を学ぶ外国人を励ましてくれる
ので素晴らしいと感じました。私の日本語も“まだまだ”
ですが、おかげで少しずつ良くなっていくと思います。
外国語を話すことは難しいし少し恥ずかしいと思いま
すが、楽しんで会話していくことが必要です。
多くの人々が外国の文化に興味を持ち、世界中でお互
いを理解していくことが増えれば世界は幸せになると思
います。私は自分の仕事を楽しんでいます。
遠軽で一番おいしい食べ物は「カツ丼」です。

９．本日、例会終了後、理事会を開催します。
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2019-20_18th-03

出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
編集・発行：メディア委員会
例 会 日 会員
数 会 員 数
アップ
委員長：石井朋子 副委員長：竹森英樹
竹内徳治
10月31日 42
39
26
66.7%
委 員：高井一博 東海林勉 山田荘一
出席委員長 11月 9日 42
39
28
71.8%
本吉春雄 吉川 紘 大西孝拡
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2019-2020年度 国際ロータリー
副会長：上田 稔
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国) 会長：渡辺 勉
会長エレクト
：佐久間英昭
幹事：本間克明
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
会計：島田光隆
ＳＡＡ：木村一則
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ) 直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

出席報告

◇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)

