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Weekly Report№２４

日時：2019年12月19日(木)18:00～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 木 村 一 則 ＳＡ Ａ

2020年 1月 9(木) 18:00～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９４９回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：－

新

年

交

礼

親睦活動委員会
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2020年 1月16(木) 12:30～

クラブフォーラム

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

上期活動報告

会長挨拶

渡辺 勉 会長①
今年も残すところあとわずかとなり、何かとお忙
しい中、遠軽ロータリークラブのクリスマス家族会
に多くの会員、ご家族、佐々木町長様を始めご来賓
の皆様、そして遠軽高校インターアクトクラブの皆
様にご出席をいただき、誠に有難うございます。
遠軽高校インターアクトクラブの皆様は長い間の
活動と2018～2019年度インターアクト地区大会の
ホストクラブとしての活動が認められて、当該年度
細川ガバナーより遠軽ロータリークラブが表彰を受
けました。光栄な事であり、インターアクトクラブ
の皆様にお礼を申し上げます。
また、 棚橋君が瑞宝双光章の栄誉に輝き(写真
②はご夫妻)、そして先日、我々ロータリークラブ
と同じく社会奉仕を目指す一般社団法人日本善行会
に於いて、メンバーの藤田君④、本吉君⑤が銀賞
を、橋本君⑥と成田君⑦が銅賞を受けました。名誉
であり、花束等を贈呈させていただきます。
さて、私のテーマとして「行動しよう・人創り・
街創り」といたしました。まず、家族、地域の人た
ちにロータリーを知っていただく、そして理解をし
ていただきたく思い、会員の拡大、女性会員の入会
を主張し、本年度、女性会員、男性会員1名ずつ2
名の会員が増えました。ロータリーの事業に家族の
皆様が参加をし、理解を求める事が必要としている
と思い、今回のクリスマス家族会に呼びかけをいた
しました所、前年より多くの家族の皆様の参加で、
大変うれしく思っております。
恒例のチャリティーオークションなど楽しい時間
を過ごしていただきたいと思います。

会長報告 渡辺 勉 会長①
本日のプログラム
早いもので、年の瀬も迫り、本日の例会は今年最

後の開催となります。
この半年間、会長としての任にあたり、会員の皆
様にご協力をいただき、ありがとうございました。
皆様には、健康に留意され、晴々とした気持ちで、
新しい年を迎えていただきたいと思います。

幹事報告

本間

克明 幹事

１．遠軽町より成人式の案内。渡辺会長が出席。
２．年末年始の12月26日㈭及び1月2日㈭は休会。
年明け第1回目の例会は、新年交礼会のプログラ
ムで、1月9日㈭18時の開催となります。

◇司会・進行 親睦活動委員会
・会長挨拶
遠軽ＲＣ会長 渡辺 勉①
・祝
辞
遠軽町長
佐々木 修一 様③
・受章②、善行賞受賞者④～⑦へ花束贈呈
・乾
杯 遠軽ライオンズクラブ
会長 木島
基 様⑧
・親睦交流会 バザー・チャリティーオークション
ビンゴゲーム
・社会福祉協議会へ寄付金贈呈
ご 挨 拶 遠軽町社会福祉協議会
会長 藤江 昭 様⑨
・ロータリーソング斉唱 “手に手つないで”
・締
め 2020年度 遠軽青年会議所
④
理事長 山本 啓太 様⑩
※パーティー模様は2面【名前後の○数字は写真番号】

2019～2020年度

遠軽ロータリークラブ 会報 第２４号

2020(令 和2)年 1 月 9 日 発 行 (2)

本日のプログラム Ⅱ．会員卓話
１本の植樹から緑の山作りで、
地球温暖化の抑制に協力を

教護施設入寮児童生徒と教護職員で植林と下草
刈、蔓切、除間伐を行っておりました。家庭学校
のモットーは、「1本木を切ったら3本植えよ」
でありました。
１本の木は樹であり、2本で林、3本植えて森
となり、やがて森が集まって山となります。この
ことから、教護施設入寮児童生徒と教護職員は山
作りとして、山と心に木を植えたと思います（自
然教育発想の原点）。
「百年の大計は教育にあり、明日のことを考え
るなら麦を蒔け、百年後のことを考えるなら木を
植えよ」と北海道家庭学校4代目校長・留岡清男
先生の自然教育の原点かもしれません。私にご教
示いただきました。
（右上の写真は本文とは関係ありません。）

山の自然環境は、教護施設入寮児童生徒の教育
環境に良い影響をもたらすほか、山の手入れで汗
を流す行為は、家庭学校教育環境に最適なところ
であったと思います。
最近では、「森林浴」が人体に色々な効用があ
るといわれております。例えば「うつ病」「高血
圧」…後で新聞の切り抜きを読んでください。
（道新2014年2月16日「旭川で森林浴 うつ予防｣）
最近の異常気象は、長期集中豪雨と巨大台風に
よる森林と河川の崩壊による被害は地球温暖化に
よる影響があると思われます。アメリカではカリ
フォルニア州での森林大火災・オーストラリアで
の森林大火災も地球温暖化による異常乾燥（旱
魃）によるものといわれております。
最近身近で感じたことは「蝉」「キリギリス」
「コオロギ」「鈴虫」の鳴き声を聞いたことがあ
りますか。蝶、トンボ、バッタ等の昆虫類につい
ては、いかがですか。極端にその数が減少してい
るように感じませんか？
遠軽町の蝶「オオイチモンジ」・絶滅危惧種
「アサマシジミ」がおります。
森林は、自然に毎年成長します。昔、郵便局の
利息は年々樹の成長を見て決めたと言われており
ます。山作りは、人づくりです。
ロータリアンの皆さん、山作りは「百年の大
計」、第一歩です。1本の植林で地球温暖化防止
と自然環境の保全に協力願えれば幸いです。
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【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)

