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＜母子の健康月間＞

遠軽ロータリークラブ
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日時：2020年 4月 2日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 金 谷 正 一 副ＳＡ Ａ ⑨

2020年 4月 9(木) 12:30～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９５８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：吉川 紘 君⑧

例会セレモニーのみ

2020年 4月16(木) 12:30～

例会セレモニーのみ

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

会長報告

渡辺 勉 会長③
こんにちは。お久し振りの方もいます。
3月26日の理事会に於いて、学校方式で4月か
ら例会を始める事に致しました。
ただ、残念な事は、夜間例会の楽しみである飲
み会ができない事であります。5月14日の夜間例
会に期待をしています。
さて、新型コロナウイルス、世界180ヶ国、感
染者85万人以上、死者4万人を越えています。地
球上の人口は、現在77億人から85億人といわれ
ておりますが、感染と死亡に怯えている事と思い
ます。感染者では米国がトップでイタリア・トル
コと続き、トルコを除き10万人を越しており、
死者も1／3の10,000人以上がイタリアでありま
す。日本も同じでありますが岩手・島根・鳥取以
外の44都道府県で発生をし、東京など関東・関
西方面で増えています。特に東京では感染者521
人という異常な状況にあり、大変心配をしている
所であります。
3月29日には、ドリフターズの志村けんさんが
70歳で亡くなりました。お悔やみを申し上げま
すと共に、今の所、道内では落ち着いています
が、北海道及び当オホーツク管内から2度と発生
がない事を祈るばかりであります。昨年12月に
は、遠軽町の方１名の発生がありましたが、もう
完治されていましたが、昨日町内で1件発生しま
した。外出時など特に気を付けましょう。
また、3月29日、東京地方で32年振りの雪が降
りました。当地も寒暖の差が厳しい日が続いてい
ますので、体調健康には気を付けて、コロナには
本日のプログラム
負けない様、皆さんでガンバリましょう。

幹事報告

本間

克明 幹事⑩

１．第9回理事会報告（2月27日開催）
a 3月の例会：コロナウイルス感染症の影響を
踏まえ、5日と12日の例会は休会。
b 消費税増税に伴う事務委託費の改定につい
て承認。
c 米山記念奨学生の世話子クラブの引き受け
について承認。世話クラブ：北見東RC 北
見工大博士課程3年ポーランド人(2年間)

d 佐久間英昭会員の退会について受理承認。
e 次年度地区補助金の申請について覚書を提
出のうえ申請を検討。
２．臨時理事会報告(3月9日開催)
コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、3月
中の例会はすべて休会。
④
【2面へ】
【名前後ろの○数字は写真の番号】
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【1面より】３．第10回理事会報告(3月26日開催)
a 4月の例会：全て通常例会とし、プログラム
は見合わせ、短時間で実施(二人掛け)。
b 新入会者について：会員組織委員会から会
員候補者推薦報告を受理。被推薦者を承認。
茶木義尚氏、福家貢氏、長嶋宏明氏の3名。
c 遠軽中学校野球部全国大会出場として3万円
寄付済みであるが大会中止：返金は求めず。
４．会員の被推薦者3名の方を発表します。
・茶木義尚氏(48歳) 推薦者：島田光隆会員
茶木建設(株)代表者 職業分類：道路維持管理
・福家 貢氏(57歳) 推薦者：渡辺 勉会員
北海電建(株)代表者 職業分類：電気通信
・長嶋宏明氏(47歳) 推薦者：渡辺 勉会員
ロングアイランド(株)代表者 職業分類：総合保険
本日から7日以内に、異議申し立てがなけれ
ば、所定の手続きを経て会員に選定されます。

◆3月12日、棚橋忠職業奉仕員長(左)が小学新1年生
に贈呈する「よいこのかなかな」クリアファイルを
河原英男教育長(会員=右)に渡しました。

５．5月24日の第4分区IM開催中止。
６．｢ロータリーの友」は5－6月合併号とする。
７．遠軽高等学校から入学式の案内：来賓の臨席
は行わないとこととなりました。
８．春の交通安全運動に係る街頭啓発中止連絡。
９．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⑪

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
髙橋義詔君②
伊藤幸雄君
・今月の誕生日おめでとうございます。
照井勝巳君
伊藤幸雄君 上田稔君①
高井一博君④
・3月の結婚記念日、おめでとうございます。
棚橋 忠君
河原英男君
橋本政司君
前田篤秀君
渡辺 勉君
・3月の誕生日おめでとうございます。
佐藤直也君⑥
山田壮一君⑦ 佐藤郁子さん
藤田礼三君⑤
・3月に祥月命日を迎えた会員に供花を贈ります。
張江紀代美君
◇乾
淳 青少年奉仕委員長⑫
5月開催予定のインターアクト地区大会は中止。
◇高井 一博 次年度幹事⑬
「地区研修・協議会の本会議及びセミナー」を

出席報告

須藤順一
出席委員⑮

例会日

◆4月2日、RI第2500地区奨学金の支給決定により
渡辺勉会長(左)と高井一博地区小委員会委員が北光
学園を訪れ堤園長(右)に目録を贈呈しました。

来る4月19日㈰、当ホテルにてPETS同様に
ZOOMを利用したネット会議にて開催します。分
科会については後日連絡します。

◇島田 光隆

会計⑭
お手元に2019-20年度 収支仮決算報告書を配
布しておりますのでご確認下さい。

ニコニコＢＯＸ

河原英男君 (3月)結婚記念日
5,000円
前田篤秀君 (3月)結婚記念日
5,000円
渡辺 勉君 (3月)結婚記念日
5,000円
佐藤直也君 (3月)誕生日
5,000円
藤田礼三君 (3月)誕生日
5,000円
張江紀代美君 (3月)祥月命日
5,000円
上田 稔君 誕生日
5,000円
高井一博君 誕生日
5,000円
2019-20年度合計 486,000円
☆閉会点鐘:渡辺勉会長☆今月会報担当:東海林勉委員

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

2月27日 42
39
4月 2日 41
38
2019-2020年度 国際ロータリー
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国)
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ)

前島 英樹 親睦活動委員長⑪
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