(1) 2020(令 和2)年 2 月13 日 発 行

＜平和と紛争予防／紛争解決月間＞

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№２９

日時：2020年 2月 6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

会員卓話：黒坂 貴行 君

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９５４回 例 会 記 録
★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：日野 邦彦 君

2020年 2月13(木) 12:30～
ク ラブ 奉仕 委員 会

2020年 2月20(木) 18:00～

夜間例会：懇親会

親睦マージャン大会表彰式

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

会長報告

渡辺 勉 会長②
コロナウィルス感染者は日本人31人で中国に
次いで№2です。
2月3日亡くなられました故桜井健三氏の葬儀
に参列してきました。故人は昭和8年生まれの88
歳、同期では当クラブ前会長遠藤さんの父利男さ
んと同じで、調べてみますと青年会議所に所属
し、当ロータリークラブでも1974年～2004年ま
で在籍され、1984～1985年度は会長を勤められ
ていました。私の記憶では、遠軽町で２番目に安
い店、そして宴会の余興の時などは変装などで参
加者を楽しませていた事が思い浮かびました。
ご冥福をお祈りいたします。

幹事報告

本間

克明 幹事③

１．第8回理事会報告 a. 2月の例会プログラム
6日 メディア委員会担当例会
13日 会員卓話
／20日 夜間例会
27日 職業奉仕委員会担当例会
b. 次期地区奨学金・学友小委員会委員として
高井一博会員の推薦依頼を承認
c. 遠軽中学校野球部全国大会出場3万円寄付
d. カメラ購入、OSの更新費計7万円予算承認
e. 公式行事及び他クラブの記念式典等、クラ
ブに案内がくる行事等の会費負担に対応。
２．遠軽商工会議所より、消費税増税に伴う事務
委託費改定のお知らせ。
３．地区米山記念奨学会運営委員会より世話子ク
ラブ引受依頼。世話クラブ：北見東RC、ポー
ランド人、北見工大 博士課程3年生）。
４．遠軽高等学校より卒業証書授与式の案内。渡
本日のプログラム
辺会長が出席予定。
５．ロータリーの友事務所より、2020-21年度版
ロータリー手帳購入案内。締切は2月20日。
６．国際ロータリーインターアクト研究会より、
全国インターアクト研究会開催の案内。
７．ガバナー月信2月号地区会員増強委員会の東
海林委員長の寄稿が掲載。
８．事務局について、例会当日の担当は当面中野
さんに加え、新たに岡本さんとの２名で対応。
９．今月のロータリーレートは、1ドル110円。

委員会報告

◇東海林 勉

地区会員増強委員長

ガバナー月信2月号に地区会員増強委員長とし
て、会員数と出席率の推移について掲載。会員の
今後の出席（欠席）について対応願います。

◇乾

淳

青少年奉仕委員長

3月25日～3月28日、台湾へのインターアクト
短期海外研修ですが、新型コロナウイルスの関係
で、生徒本人、保護者、顧問と３者協議した結果
参加キャンセルという事になり承諾致しました。
◇前島 英樹 親睦活動仕委員長①
・今月の誕生日、おめでとうございます。
本吉春雄君
本間克明君
・今月20日に開催予定の親睦マージャン大会に参
加される方は13日までに返信願います。

◇高井 一博

次期幹事

松田ガバナーエレクトより、ご挨拶をかねて、次
のように依頼が来ております。
「例年のライラセミナー、次年度は第4分区内
において開催されると考えておりましたが、お引
き受け頂けるホストクラブの決定が困難な状況に
あるとお聞きし危惧しております。つきまして
は、厚かましいお願いで誠に恐縮でございます
が、第4分区内の全クラブの総意と工夫をもって
海と大地のオホーツク地区、第4分区内での青少
年達の育成プログラムが開催されます様お願い申
し上げます。以上、突然のお願いで恐縮でござい
ますが、何卒皆様のご理解とご協力をお願いいた
④
します。」
【名前後の○数字は写真番号】
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本日のプログラム

会員卓話

道の駅“遠軽 森のオホーツク”
のオープンからの考察
駅長

佐藤

茂

様

高井 一博 メディア委員
石井朋子メディア委員長が(一社)えんがる町
観光協会会長の遠藤会員に、表題についてお願
いし、佐藤駅長よりご報告を頂きました。
12月22日オープン以来、想定を上回るお客様に
お越しいただいております。利用者数を把握するた
めに24時間トイレ出入口に赤外線センサーによる
カウンターを設置しております。出入りの2回感知
することで1人と認識する仕組みです。
当道の駅は、休憩立ち寄りの道の駅ではなく、目
的を持ってお越しいただく道の駅を目指し様々な施
策を講じております。
その成果なのか、ほぼ全てのお客様が24時間トイ
レ入口から入館され、その大多数がトイレに向かわ
ず売店やフードコートを目指して入店されます。こ
のことから、トイレ設置の赤外線カウンターだけで
は正確な利用者数の把握は出来ないため、それぞれ
の店舗のレジ利用者数を加算することでより実数に
近い数値となります。
この定義に基づき、オープンからの利用者数を取
りまとめた数値が以下の通りです。
⇒12/14～12/31利用者数…26,948人
⇒1/1～1/5利用者数…18,840人
⇒1/6～1/31利用者数…40,429人
⇒12/14～1/31利用者数…86,217人
⇒12月度土日祝祭日利用者数…
11,297人（平均2,824人）
⇒12月平日利用者数…
15,577人（平均1,416人）
⇒1月度土日祝祭日利用者数…
32,665人（平均2,722人）
⇒1月度平日利用者数…
21,349人（平均1,123人）
ま た 、 売上 的に も1 2月 度14 ,50 3千 円、 1月 度
22,452千円、累計36,955千円と事業計画予算比
130.8%の成果を挙げております。部署別毎の事業
計画予算比は、物販243.2%、外食102.2%、体験
13.5%、スキー88.8%です。物販は開発したオリジ
ナル食品が悉くヒットしたこととセレクトショップ
とした所以でもありますバラ菓子を経木やギフト
BOXに入れお届け物としての提案が受け入れられた
ことが要因です。外食はマスコミで何度となく取り
上げられたことや口コミ効果が大きいと思料します。
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体験は売店の人員不足を補うためスタッフを売店シ
フトに組み入れたことで営業日数が6日しかなかっ
たことが要因です。
スキーは過去に例を見ないほどの雪不足が全てで
す。しかしながら、新設の降雪機による連日の降雪
で12月22日から部分的ではありますが営業開始で
きたことが救いです。本年度はリフト新設工事に伴
いリフト試験点検時には降雪機の稼働が出来ません
でしたが、次年度からは降雪機の稼働時期を前倒し
できますので例年より早くスキー場の営業開始が可
能となります。
年間80万人の利用者を確保するには、道内60%の
人口を占める札幌と周辺を含めると80%の人口を占
める道央からの集客が必須となるので、週末や祭日
に駐車場のナンバー調査を行い、利用者のエリア調
査を行ないます。
駐車場調査の結果、年末年始は北見50～60%、札
幌25～29%、旭川6～9%、正月明けは、北見75～
81%、札幌5～14%、旭川6～7%となります。
また、チャンピオンコース解放後の駐車場利用者
の内6～7割がスキー場利用者、但し、本年度はコ
ース開放が限定的であったためチケットの購入は2
時間券に集中。
本日から全面滑走可能となった影響か札幌ナンバ
ーが正月休み明け以降、初めて1割を越えて、ま
た、外国人グループの姿もチラホラ散見。
お客様の声を運営に反映すべく、道の駅ではQR
コードによるアンケートを実施してます。
通常アンケートはアンケート用紙を配布もしくは配
置してお客様に記入をお願いする仕様が大多数です
が、この仕様ですと人を付けてアンケートを取らな
いと統計的なデータの入手が出来ません。また、集
計にも多大な労力を要することから、お客さまにス
マホでQRコードを読み込んでいただき時間のある
時にゆっくりと回答していただくことで、より精度
の高い回答を収集することが出来ます。また、集計
も自動集計されるシステムを採用したことで労力の
削減にもつながっております。
資料として、QRコードアンケート館内掲出とカ
ードタイプ案内およびアンケート集計データを添付
いたします。【省略】

ニコニコＢＯＸ

加藤幸徳君
乾 禧實君
本間克明君
島田光隆君

前島 英樹 親睦活動委員長

誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
ノーバッジ
2,000円
2019-20年度合計 433,000円

☆閉会点鐘：渡辺 勉会長 ☆今月会報担当：高井一博委員

2019-20_29th-02
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
菊地佳子
1月30日 42
39
26
4 77.0%
委 員：高井一博 東海林勉 山田荘一
出席委員
2月 6日 42
39
24
61.5%
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
：島田光隆
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)

