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遠軽ロータリークラブ

★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：石井 朋子 君④

第２９６１回 例 会 記 録
日時：2020年 6月 4日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会：木村 一則 ＳＡＡ⑩
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2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

入 会 式
2019～20年度遠軽ロータリークラブ渡辺勉会

長②より福家貢新会員①と茶木義尚新会員③へ
｢ロータリーの心得｣とバッジが進呈されました。

◇福家
ふくいえ

貢
みつぎ

会員 ◆1962年8月17日生
◆推薦者：渡辺勉会員②
◆勤務先・役職：北海電建(株) 代表取締役
◆学歴：北見工業大学
◆趣味：B級グルメを食べること
◆特技：B級グルメに詳しい
◆所属委員会：職業奉仕委員会／親睦活動委員会
◆挨拶：以前JC会員の時、RC様との合同例会に
出席したことがあります。先々代の社長が遠軽
RC会員で先代は違いましたが、今回入会させて
頂くことになりました。よろしくお願いします。

◇茶木
ち や き

義尚
よしたか

会員 ◆1971年3月31日生
◆推薦者：島田光隆会員⑤
◆勤務先・役職：茶木建設(株) 代表取締役
◆結婚記念日：4月21日 奥様名：由香様
◆学歴：室蘭工業大学
◆趣味：食・運動・旅
◆特技：特になし
◆所属委員会：国際奉仕委員会／親睦活動委員会
◆挨拶：今までいろいろな方々からお誘いをいた
だきました。町のため、地域のために少しでも貢
献できればと思っています。入会をきっかけに大
先輩の皆様方のお力を借りながら頑張りたいと思
いますので、よろしくお願いします。

会長報告 渡辺 勉 会長②
皆様、こんにちは。
今日の例会は、新入会員３名の入会式の予定で

ありましたが、所用により長嶋君が欠席で茶木君
③と福家君①に出席をして頂いております。

さて、新型コロナウィルスで世界で600万人と
も感染者がいると言われており、恐ろしい事であ
ります｡日本でも緊急事態宣言が解除されており
ますが、東京・北九州でも第2波と思われる状況
にあり、我々も気を付けなければならないと思い
ます｡

今後の例会に於いても3密を防ぐ事と、例会に
於いてもマスクの着用をお願い致します。

私の会長職も残りわずかとなりましたが、最後
となります27日の夜間例会を楽しみしておりま
す。

【名前後の○数字は写真とその中の番号】

2020年 6月18(木) 12:30～
クラブフォーラム

活 動 報 告

2020年 6月11(木) 12:30～
クラブフォーラム

次年度計画の打合せ
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4月16日 41 38 24 3 71.1%
6月 4日 44 41 28 68.3%

須藤順一
出席委員⑨

例会日 会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席数 会 員 数 アップ出席報告

【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 0158-
42-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：渡辺 勉 副会長：上田 稔
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本吉春雄 吉川 紘 大西孝拡

幹事報告 本間 克明 幹事⑥
１．第11回理事会報告（4月17日開催）
a. 4月、5月の例会：コロナ対策のため4月23日と
5月7日例会は休会。5月14日から通常例会で再開。

２．第12回理事会報告（5月12日開催）
a. 5月の例会：同様に5月中の例会は休会。

6月4日から再開、入会式を行う。
b. 次年度のクラブ活動計画書の作成にあたり、各
委員長の責任の元すすめていただく。

３．臨時理事会報告（5月25日書面開催）
a. 地区補助金の申請：遠軽町芸術文化交流プラ
ザにインフォメーションディスプレイを寄贈。
総予算583千円(内補助金30％以内)。

４．臨時理事会報告（6月2日書面開催）
a. 6月の例会プログラム：

4日 通常例会(プログラム無し)
11日 クラブフォーラム(次年度計画の打合）
18日 クラブフォーラム(活動報告）
27日 夜間例会予定

５．4月22日付でガバナー事務所より、第2500地
区の地区規定（案）に係る文書。

６．5月12日付でガバナー事務所より、医療用フ
ェースシールド寄贈事業の連絡文書。

７．今月のロータリーレートは、1ドル108円。
（以下、報告事項は省略。回覧文書参照）

委員会報告
◇前島 英樹 親睦活動委員長⑦
・6月の結婚記念日、おめでとうございます。

渡辺政俊君⑬ 成田弘明君 西 清治君
石井定男君⑪ 東海林勉君 北野義樹君⑫

・6月の誕生日、おめでとうございます。
東海林勉君 棚橋 忠君

◇高井 一博 次期幹事⑧
・会員名簿確認のお願い。
・次年度活動計画については暫く例会が休会だった
ため、新旧の委員長を主としての対応ということで
作成されました。厚く御礼申し上げます。

先程、幹事報告にありました通り次週11日の通
常例会時にて、クラブフォーラムとしてクラブ奉仕
部門及び五大奉仕部門の次年度活動計画に係る打ち
合わせの時間を頂きました。

尚、18日例会終了後、現理事の方も参加いただ
き「新旧理事会」として引き継ぎ事項等の確認も含
め開催したいと思います。

ニコニコ
ＢＯＸ 前島 英樹 親睦活動委員長⑦

棚橋 忠君 (3月)結婚記念日 5,000円
伊藤幸雄君 (4月)結婚記念日・誕生日 10,000円
前島英樹君 (5月)結婚記念日 5,000円
島田光隆君 (5月)結婚記念日 5,000円
前田篤秀君 (5月)誕生日 5,000円
渡辺政俊君 結婚記念日 5,000円
東海林勉君 結婚記念日・誕生日 10,000円
北野義樹君 結婚記念日 5,000円
乾 淳君 共栄自動車工業(株)社長就任 10,000円
本間克明君 孫誕生(2人目) 5,000円
本吉春雄君 体育振興功労者表彰 5,000円
金谷正一君 母親の葬儀終了 10,000円
棚橋 忠君 (4月)無断欠席 2,000円

2019-20年度合計 578,000円
☆閉会点鐘：渡辺 勉会長☆今月会報担当：石井朋子委員長

2019-20_36th-03

・地区ガバナーエレクト事務所より、次年度の地区
運営という事で４項目について連絡がありました。
１．クラブ公式訪問

基本的には予定日時(９月10日18時～)に飲食を
避ける等のコロナウィルス感染防止対策を講じ
たうえで実施を考えておりますが、アンケート
により各クラブの意向に沿えるよう実施する。

２．地区大会
当初の10月2、3日の開催を延期、2020年内の
開催は断念、来年に日時、方法を含め年度内開
催に向けて検討する。

３．ライラセミナー
2020-21年度（9月12～13日）の開催を中止し
ます。次年度（2021-22年度）には再度第４分
区での開催が望ましいと考えます。

４．米山・財団セミナーの開催
開催時間・方法を含めて協議する。


