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日時：2020年 1月16日(木)12:30～
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23(木) 12:30～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９５１回 例 会 記 録
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ゲスト卓話：山﨑本部長
自衛隊旭川地方協力本部

会長

明けましておめでとうございます。
先週の夜間例会（新年交礼会）に欠席をしまし
た。何年ぶりでしょうか、10日間の家族旅行で
した。申し訳ありません。
さて、本日の例会は、クラブフォーラムで上半
期の報告です。報告者の方、よろしくお願い致し
ます。
去る12日、遠軽町の成人式に出席をしてきま
した。185名の成人の内129名、そしてご両親の
出席でしたが、女性の方が多かった様です。
本人達よりご家族や付き添ってきた方の方が喜
んでいる様に見えました。成人式を向かえた若い
人たちが、地元に就職をし、遠軽町を支えてくれ
たら素晴らしい街になるだろうと思い、私達も各
団体、青年会議所などと連携を取り合って、人創
り・街創りをしていきたいと思いました。
また、遠軽青少年吹奏楽団の演奏で式を盛りあ
げ、式典が終わりました。

幹事報告

員

克明 幹事

１．ガバナーエレクト事務所より、2020-21年度
の奨学金・学友小委員会委員として、引き続き
高井一博会員を推薦したい旨の文書が届いてお
ります。
高井会員に意向を確認の上対応いたします。
２．ガバナーエレクト事務所より、会長エレクト
研修セミナー（PETS）の案内が届いておりま
本日のプログラム
す。（3月7日･8日の日程、富良野市にて）
次期島田会長と次期高井幹事が出席の予定です。
３．本日回覧のガバナー月信に、「遠軽ロータリ
ークラブ60周年を終えて」（渡邊政俊実行委
員長）の寄稿文が掲載されていますので、ご覧
ください。
４．ロータリーの会員証（下半期）をお渡しして
おりますのでご確認下さい。
５．下期諸会費の納入を1月31日までにお願い。

委員会報告

◇片石 忠洋 親睦活動委員

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
本吉春雄君
・今月の誕生日、おめでとうございます。
橋本政司君
西 清治君
佐久間英昭君
島田光隆君④ 竹内徳治君② 河原英男君
渡辺政俊君① 加藤幸徳君
菊地佳子君⑦
渡辺 勉君③ 乾 禧實君
片石忠洋君⑤
・祥月命日を迎える会員に供花を贈ります。
須藤順一君⑥

本日のプログラム クラブフォーラム
上半期報告【2面へ続く】

◇会長 渡辺 勉 君
上半期は、あっという間に過ぎ去った様に思い
ます。
釧路でのフォーラム、初めての3クラブ(2分区)
合同例会、そしてクリスマス家族会などのイベン
ト等へ参加；幹事・各委員長さん、事務局、そし
て会員・ご家族皆様の協力によりまして、無事何
事もなくたどりつきました。
下期に入り、一大イベント：会員増強という大
事業があります。目標の10人とは言いませんが
1人でも多くの増強に力を入れていきたいと思い
ますが、1委員会1人の加入をお願いしたいと思
④
います。よろしくご協力の程お願い致します。
【名前後の○数字は写真番号】
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◇幹事 本間 克明 君
上半期に色々なことが経験でき、大変勉強になり
ました。
・釧路地区協議会前夜にスナックで火災発生、7月
にその利用料を返金。
・7月、グアムのタモンベイRC峰岸氏とバナー交換
・8月、メンバーお揃いのクラブジャンパーを調達
・9月、ロータリーデーのポリオ募金で８万円突破
・10月、釧路地区大会帰路、初めて鶴を見て感激
・10月、演台を新調、60周年記念事業では、個人
的に本橋さんの講演を聴けず残念。
・11月、中湧別RCとの夜間合同例会に釧路ベイRC
が集団メイキャップで参加、交流深める。
◇ＳＡＡ 木村 一則 君
2回目のSAAですが、期間が開いていたので勘を
取り戻すのに2ヶ月も掛かりました。
7月、8月例会はその日その日の例会内容を把握
するのが当日という日が続いて時間配分をかなり間
違えてご迷惑かけたことをお詫び申し上げます。
その後は幹事の連絡を元に、前日には内容の調整
を確認しながら少し落ち着いてきたと思います。
活動目標はなかなか出来ていなくて今思案中なの
で、出席される方が納得してくれるよう、また実り
ある例会作りを心がけていきたい。
□五大奉仕部門
◇クラブ奉仕委員会 黒坂 貴行 委員長
上期につきましては、各イベント、事業等があっ
た中、各委員長、委員の方のご協力により、順調に
進んだと思います。
◇職業奉仕委員会 棚橋 忠 委員長
上期の事業は計画通り執行されました。
１．「四つのテスト」を月初めの例会で実施
２．「職業奉仕に関するスピーチ」を12月12日の
例会で本吉会員が実施
３．「職場訪問例会」は9月5日、えんしん本店様
で実施
◇社会奉仕委員会 渡辺 政俊 委員長
今年のコスモス園の草取りは数年ぶりに実施。
家庭学校、近隣養護施設へクリスマス会には例年
のようにお祝いを届けました。
交通安全運動も例年通り協力、実施しました。
◇国際奉仕委員会 須藤 順一 委員長
１、ポリオ撲滅運動への協力：一人年間2,000円、
R財団年次基金への寄付：一人100ドルの寄付、認
証ポイント活用による個人寄付の協力・推進。
２、地区奨学金の活用
３、例会プログラムゲスト卓話＝町総務課主幹の西
聡様、丸瀬布・白滝地域担当ALSのケイト・リー様
４、当委員会から会員卓話10月3日、山田壮一会員
５、ロータリーデーの開催：9月８日コスモスフェ

出席報告

竹内徳治
出席委員長

例会日

スタで会員24名参加。先着550名様にお茶・花の種
・パンフレットなどの配布と募金活動を行いまし
た。猛暑の中、募金は予想以上の成果が出ました。
この事業は、ガバナー月信Vol.05：11月号12頁とロ
ータリーの友1月号縦組25頁に掲載されました。
◇青少年奉仕委員会 佐藤 直也 委員
8月に旭川市で開催されましたライラセミナーへ
の参加支援、9月の遠軽ＲＣ旗争奪中学校野球大会
の開催等、委員はもとより会員の皆様の多大なるご
協力のもと活動することが出来ました事に、心より
感謝申し上げます。
□クラブ奉仕部門
◇会員祖組織委員会 東海林 勉 委員長
会長の会員増強計画に合わせ例会プログラムを
11月14日：会員増強アクションプログラム作成に
より、54名のリストアップが出来ました。
◇出席委員会 須藤 順一 委員
上期の平均出席率はメーキャップ含め80.6％。
◇メディア委員会 石井 朋子 委員長
原稿を皆さんから提出して頂き感謝しています。
予定通りしっかりと会報が出来ております。今後に
ついても皆さんのご協力をお願い致します。
◇親睦活動委員会 片石 忠洋 委員
毎月初例会時に誕生日と結婚記念日を迎える会員
へ記念品贈呈に加え、配偶者を亡くされた会員にお
供え用のお花を贈呈させて頂いております。
7月の遠軽神社正式参拝から12月のクリスマス家
族会まで、皆様の多大なるご協力のもと活動するこ
とが出来、心より感謝申し上げます。
また、ニコニコBOXでは多くの会員よりご厚志を
頂き感謝申し上げます。
◇プログラム委員会 髙橋 義詔 委員長
上期は皆さまのご理解とご協力を頂きながら会員
卓話は順調に推移しています。ゲスト卓話もそれぞ
れご協力を頂きながら無事に実施をしました。
◇ロータリー情報委員会 黒坂 貴行 委員長
上期、情報提供に関しては出来ていない状況で
す。

ニコニコＢＯＸ
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結婚記念日
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2019-20年度合計 395,000円

☆閉会点鐘：渡辺 勉会長 ☆今月会報担当：高井一博委員

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

1月 9日 42
39
1月16日 42
39
2019-2020年度 国際ロータリー
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