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＜ロータリー財団月間＞

2019 ～2020

国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

遠軽ロータリークラブ

Weekly Report№１９

日時：2019年11月14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

ゲスト卓話：中川 昌俊 様

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９４４回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

2019年11月21(木) 12:30～
遠軽警察署

生活安全係長

2019年11月28(木) 12:30～

会員卓話：河原 英男 君
2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

親睦活動委員会

会長報告

渡辺 勉 会長⑦
先週9日の中湧別RCとの合同、そして釧路ベイ
RCの集団メーキャップによる例会、大変ご苦労
様でした。皆さんのご協力に感謝申し上げます。
本当に楽しい一時でしたので、勢いで、来年は
釧路ベイへ行くぞ！ という声が上がりました。
ご迷惑かもしれませんが、次年度の会長、幹事さ
んで良く相談して決めて頂きたいと思います。
棚橋忠会員が瑞宝双光章の栄誉に輝きました。
おめでとうございます。後日、会としてお祝いを
したいと思っています。

幹事報告

高井

一博 副幹事⑧

１．第5回理事会報告。11月の例会プログラム。
9日 夜間合同例会
14日 会員増強アクションプログラム
21日 ゲスト卓話 遠軽署 中川昌俊係長
28日 会員卓話 河原英男君
２．地区インターアクト委員会より、インターア
クト短期海外研修の案内。
３．遠軽警察署より「遠軽地区被害者等支援ネッ
トワーク総会」の案内。11月19日、会長出席。
４．今月のロータリーレートは、1ドル108円。

委員会報告

◇前島

英樹 親睦活動委員長⑨

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
乾
淳君② 高井一博君⑤
木村一則君⑥
黒坂貴行君
本日のプログラム
・今月の誕生日、おめでとうございます。
遠藤利秀君①
木村一則君⑥

ご挨拶

◇石井

定男 会員⑩

11月9日の懇親会中、私事で皆さまにご心配と
ご迷惑を掛けました。しゃれにもなりませんが、
当日は119番の日と云うことで、初めて救急車に
乗りました。医師から「アルコールは控えるよう
に」と言われました。深く反省しておりますの
で、今後ともよろしくお願いします。

ご案内

◇遠藤 利秀

会員⑪
12月5日㈭、紋別市民会館で、今年日ハムを引
退した田中賢介氏のトークショーが開催されま
す。整理券がありますので、ご希望の方はお申し
出下さい。

本日のプログラム

会員増強アクションプログラム作成

東海林 勉 会員組織委員長⑬
10月3日の例会で、「会員候補リストアップ」
をして頂きました。22名から回答があり、推薦
された34名の候補者リストを皆さんに配布しま
した。今日はその方々を改めて確認して頂き、次
の行動に移りたいと思います。なお、個人情報の
④
お取り扱いにご注意頂きたいと存じます。
【2面へ】
【名前等後の○数字は写真の番号】

2019～2020年度
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次年度 RI 第2500地区始動！

2020-2021年度 国際ロータリー第2500地区
第４分区ガバナー補佐 藤田 礼三

【1面より】また、変更したい候補者、あるいは
新たに推薦したい候補者がおりましたら、リスト
にご記入頂き、提出して下さい。
今日は各委員会毎にテーブルに着いてもらって
います。それぞれのテーブルに置いてあるコピー
資料「入会候補者を見つける」の右側頁の「ステ
ップ2：行動計画を立てる」には「招く計画・
・」とありますが、その前に候補者へアプローチ
した方が良いかと思われますので、まずどのよう
なアプローチが良いか協議し、各委員会でまとめ
た内容をこの用紙に記入、提出して下さい。
《協議結果まとめ》
1．会長、会員組織委員長、場合によっては推薦
者も一緒に、行動すべき。
2．親しい知り合いの個別アプローチが良い。
3．ビジネス上も、また(JCの)先輩としても、会
長が行動することがベスト。
4．1、2を踏まえ、反応の良い人は行事や、例会
に講師として招く。
【写真下、右は協議模様】

11月2日㈯、富良野市の次期ガバナー事務所
で地区役員の研修会に出席しました。（例年よ
り2ヶ月程早いそうです。）
ガバナーエレクト松田英郎氏の挨拶と8分区
のガバナー補佐が紹介され、日程が次のように
提案されました。
2月 1日㈯ 第2回ガバナー補佐会議
3月 7日㈯ 地区研修セミナー
3月 8日㈰ 会長エレクト研修セミナー(PETS)
4月19日㈰ 地区研修･協議会
9月10日㈭ 18:00～：遠軽RCの公式訪問
10月 2日㈮～3日㈯ 地区大会

ニコニコ
ＢＯＸ

乾
淳君
高井一博君
木村一則君
遠藤利秀君
棚橋 忠君
石井定男君

前島

英樹

親睦活動委員長⑨

結婚記念日
結婚記念日
結婚記念日・誕生日
誕生日
受章しました
陳謝･お礼
2019-20年度合計

5,000円
5,000円
10,000円
5,000円
20,000円
10,000円
274,000円

☆閉 会 点 鐘：渡辺 勉会長
☆今月会報担当：竹森英樹委員
2019-20_19th-03

出席報告

例会日

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

竹内徳治
11月 9日 42
出席委員長⑫ 11月14日 42

39
39
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委員長：石井朋子

副委員長：竹森英樹
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69.2%
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Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
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