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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

＜母子の健康月間＞

遠軽ロータリークラブ

Weekly Report№３４

日時：2020年 4月 9日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 金谷 正一 副ＳＡＡ ④

2020年 4月16(木) 12:30～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９５９回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘：上田 稔 副会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

例会セレモニーのみ

2020年 4月23(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

上田 稔 副会長①
皆様、こんにちは。
最近の報道は殆どが新型コロナウイルスの関係
で、先日政府から｢緊急事態宣言｣が発令されまし
た。北海道は含まれておりませんが、昨日は1ヶ
月ぶりに感染者が10人発表され、感染者が2日続
けて2ケタとなれば、2月の緊急事態宣言に続く
何らかの処置を講ずると鈴木知事もコメントされ
ております。当オホーツク管内でも、先週の遠軽
町に加え、昨日1名の感染者の報告がありまし
た。
何はともあれ、自分が感染者にならないことが
家族を守る事になりますので、手洗い、うがいの
励行は基より、感染が拡大しやすい｢密閉｣｢密集｣
｢密接｣の｢三つの密｣を回避することを実践しまし
ょう。
これらの影響で、皆様も楽しみにしてたと思わ
れます野球、サッカー、ゴルフ等スポーツ界も全
てが延期、中止となり楽しみが半減しております
中で、コンサドーレの全選手が報酬の一部を返納
するニュースを聞き、スポーツ界初めてのことら
しく、コンサドーレを応援したくなりましたが、
今日の報道では選手会との協議が必要と出ており
まして、色々難しいものだと感じました。
いずれにしろ、来月の観桜会はみんなで楽しく
迎えたいものと思っております。

幹事報告
本間 克明 幹事②
本日のプログラム
１．先週報告した3名の会員被推薦者について、
異議の申し立てはなく、茶木義尚氏、福家貢
氏、長嶋宏明氏の入会を認めます。
入会式は5月を予定しています。

２．事務局について、佐藤さんが妊娠をされたの
で、今後、例会当日の担当を岡本さんで対応さ
せていただきたく、ご了承ください。
なお、事務局の窓口は、6月までは佐藤さん
と岡本さんの2名体制で、7月からは岡本さん
が担当します。

④
【名前後ろの○数字は写真の番号】
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委員会報告

◇高井
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2020～21年度

一博 次期幹事③

１．2020-21年度遠軽ロータリークラブ組織表を
配布致しました。ご確認をお願い致します。
２．地区研修・協議会の件
a 4月19日㈰に開催の地区研修・協議会は先週
ご報告の通り、富良野での開催は中止、インタ
ーネットを利用したZOOM会議に変更。
出席登録された会員さんにはZOOM会議次第を
配布させて頂きました。（地区活動計画書は富
良野を13日に発送予定。ZOOM会議の開催前
までに届きます。）
b 当クラブとしての参加方法を検討した結果、
東海林会員のご協力のもと当日ホテルサンシャ
インを利用しての本会議参加と致します。
当日は適宜休憩を取り入れての会議参加と考え
ております。
c 当日は、9:30～本会議開始、12:00 閉会の予
定です。閉会後ホテルにて昼食を頂いた後に解
散といたします。
d 第1分科会のみ13:00より同じくZOOM会議に
より開催されます。引き続きよろしくお願いい
たします。2時間の予定です。
第3分科会につきましては、翌20日(月)18:00
より同じくZOOM会議にて開催。
第2 及 び 第4 分 科 会 に つ い は 、 現 時 点 で は 未
定。
第5分科会は、文書送付による協議。
尚、準備の都合上19日のZOOM会議に参加で
きない会員は４月16日㈭までに事務局または
高井までご連絡をお願いいたします。
・参加義務者＝ 計13名
第1分科会 島田光隆、本間克明、渡辺 勉
第2分科会 高井一博、木村一則、乾
淳
第3分科会 石井朋子、藤田礼三（Ｇ補佐）
第4分科会 高橋義詔、金谷正一、成田弘明、
黒坂貴行
第5分科会 上田 稔

ガバナー補佐訪問心得
第４分区ガバナー補佐

須藤順一
出席委員⑥

例会日

礼三

ニコニコ
ＢＯＸ 前島 英樹 親睦活動委員長⑤

山田荘一君
髙橋義詔君

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

4月 2日 41
38
4月 9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)

藤田

1、地区目標「ランクアップしましょう」を意識
してロータリアン１人ひとりがより広い視野で
地域社会、国際社会に参加する機会を広げてほ
しい。ロータリーの中核的価値観（奉仕、親
睦、多様性、高潔性、指導力）を理解する。
2、会員増強と退会防止、そして女性会員の入会
促進にご協力をお願いします。
3、ライラセミナーは紋別港RCを中心に第４分区
が担当になります。地元地域で活躍できるリー
ダーの養成等が目的。今回の研修会で第40回目
のイベントになる。当遠軽RCからも実行委員
会に委員の派遣をお願いします。
4、インターアクトクラブ（12歳～18歳までの青
少年）は、第4分区では紋別高校と遠軽高校に
ある。雄武、興部、滝上、中湧別には設立でき
ないか。日頃の奉仕活動、地区大会参加、海外
派遣（1名）。ガバナーの認証が必要。
5、遠軽RCのガバナー公式訪問は、9月10日㈭16
時から。クラブ計画書２部を訪問日2週間前ま
でにガバナー事務所へ送付。公式訪問一行の宿
泊先はホテルサンシャイン。
6、公式訪問レポート執筆（様子やクラブ紹介）
し、ガバナー事務所へ送付。
7、公式訪問にはガバナー、ガバナー補佐、随行
２名、計４名が参加。
8、ガバナーより「ガバナー月信」の購読数を増
やして欲しい、と要望ありました。
以上ですが、第4分区内他クラブ訪問は早くて
も5月連休後になりそうです。

３．ライラセミナー実行委員選出の件
遠軽ロータリークラブより3名選出の依頼。

出席報告

国際ロータリー第2500地区
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