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★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国 歌：－
★Ｒ ソ ン グ ： 我等の生業
★四つのテスト：－

第２９６２回 例 会 記 録
日時：2020年 6月11日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会：木村 一則 ＳＡＡ
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入 会 式
2019～20年度遠軽ロータリークラブ渡辺勉会

長②より長嶋宏明会員①へ｢ロータリーの心得｣と
バッジが進呈されました。

◇長嶋
ながしま

宏明
ひろあき

会員① ◆1972年10月10日生
◆推薦者：渡辺勉会員②
◆学歴：東北学院大学経済学部経済学科
◆職歴：1997年 勧角証券(現みずほ証券)入社

2000年 〃 退社
2003年 (有)ロングアイランド入社
2013年 〃 代表取締役

◆趣味：ゴルフ、美味しいもの探索
◆所属委員会：青少年奉仕委員会／親睦活動委員会
◆挨拶：この度、父も会員でありました遠軽RC
にいろいろな方々からお誘いをいただき、入会さ
せて頂きました。よろしくお願いします。

会長報告 渡辺 勉 会長②
先程、長嶋君の入会式を行いました。
2019年度～2020年度に入会頂きました大西

君、菊地さん、茶木君、福家君、そして長嶋君に
は感謝を申し上げます。また、会員の皆様にもご
協力頂きました事、御礼申し上げます。止まるこ
とのない会員拡大に再度ご協力いただきます様お
願いいたします。
さて、先日は今年に入って一番暑い日でした。

生田原では32℃を記録し、国内では10ヶ所35℃
以上の所がありました。新型コロナウイルスによ
るマスクの着用が叫ばれていますが、報道による
と昨日までに12,000人に達する熱中症の方がお

ります。小さい子供さんを持つ家族の方はもちろ
んの事、これからの熱中症対応に気を付けていた
だきたいと思います。

今日を含め残り例会も3回となりましたけれ
ど、皆様の協力を頂きながら勤めてまいりたいと
思います。よろしくお願い致します。

幹事報告 本間 克明 幹事
１．吉田ガバナーより、常に携行して頂きたいと

「四つのテスト」のカードが届いております。
ガバナー月信6月号に「四つのテスト」につい
て、吉田ガバナーの思いが寄稿されています。

２．えんがる町観光協会と第25回花火大会実行
委員会より、コスモス開花宣言花火大会開催延
期、開催に際しては花火打ち上げのみとし、イ
ベントや出店は行わない方向、また、今回は協
賛金を募らない方向で検討。

３．ガバナー事務所より、今年度も2500地区に
寄付ゼロクラブ無し、との礼状。

４．ガバナー事務所より、釧路市においてのみ、
吉田ガバナーが医師会へ出向きフェイスシール
ド贈呈式を行ったとの連絡。

５．北海道家庭学校より、運動会開催延期のお知
らせが届いております。

６．来週のクラブフォーラムは、活動報告となっ
ていますので、各委員長の皆様よろしくお願い
します。

【名前後の○数字は写真の番号】

2020年 6月27(土) 18:00～
夜間例会・慰労会

2020年 6月18(木) 12:30～
クラブフォーラム

活 動 報 告
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6月 4日 44 41 28 4 78.1%
6月11日 44 41 33 80.5%

須藤順一
出席委員

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
会長エレクト：島田光隆 幹事：本間克明
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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)
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本吉春雄 吉川 紘 大西孝拡

委員会報告
◇渡辺 政俊 社会奉仕委員長

本日は早朝例会の予定でしたが、通常例会に変更
になりました。急で申し訳ありませんが、西会員が
準備してくれます。午後3時、虹の広場の花移植を
するので都合の付く方のご協力をお願いします。
【写真③は参加してくれたメンバー。他に本間幹事】
◇遠藤 利秀 次年度国際奉仕委員長

来年夏オープン予定の遠軽町芸術文化交流プラザ
にロータリー財団地区補助金を活用してインフォメ
ーションディスプレイ2台を寄贈する計画で、理事会
の承認を得て先日地区補助金の申請をしています。
◇前島 英樹 親睦活動委員長

恒例のゴルフ大会、パークゴルフ大会はコロナ対
策のため中止。今月27日㈯、最後の夜間例会は厳
しい環境の中で開催できるよう鋭意思案中ですので
皆さまのご出席をよろしくお願いします。
◇高井 一博 次期幹事

次週18日の例会後、新旧理事会を開催します。
引継事項等の確認も含めて、よろしくお願いします。

本日のプログラム
次年度活動計画の確認

島田 光隆 会長エレクト
中々コミュニケーションが取りにくい状況が続い

ております。私どもロータリークラブとして何がで
きるか、今できることは何か、もう一度原点に立っ
て考えていただければと思っています。

あまり大仰に考えないで、できることから小さい
ことから少しずつ次年度はやっていきたいと思って
いますので、どうぞ皆さまのご協力をよろしくお願
いします。

高井 一博 次期幹事
次年度の活動計画については、コロナ対策のため

各委員長予定者に作成して頂きました。
前半は五大奉仕部門各委員会、後半はクラブ奉仕

部門の各委員会、それぞれ委員会委員の皆さまで、
活動計画の確認作業をお願いします。

ニコニコ
ＢＯＸ 前島 英樹 親睦活動委員長

成田弘明君 結婚記念日 5,000円
西 清治君 結婚記念日 5,000円
石井定男君 結婚記念日 5,000円
西 清治君 無断欠席 1,000円

2019-20年度合計 594,000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_37h-02

＊地区研修・協議会報告＊

次期幹事 高井 一博
4月18日㈯、19日㈰の両日、富良野市にて地区研

修・協議会が開催され、当クラブより総勢14名の
会員参加で・・・・しかしながら、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のためオンラインでのテレビ会
議アプリ「zoom」による参加となる。

当日朝より、東海林会員のご協力のもとオンライ
ン会場であるホテルサンシャインにてパソコン等の
準備をして頂き、9時30分から会員13名の参加を得
てzoom会議始まる。【写真】

本会議は、2020-21国際ロータリー会長エレクト
ホルガー・クナーク氏が謳うものの一つにポール

ハリスの言葉を引用して「ロータリーは変わらなけ
ればならないし、必ず変わる。古き良きロータリー
ではなくなったと言う仲間がいても変わらなければ
ならない」、続けて、「時に革命的でなければなら
ない―その革命的であるべき時はまさに今である」
その一つの方法は、やや強引な印象を受けましたが
新クラブのモデルをつくり、ロータリー会員である
ことの意味を考え直す事であり、また新クラブの設
計者は若い人達にあるべきといいます。氏の言うロ
ータリーとは、クラブに入会するというだけではな
く、無限の機会への招待で、ポリオ根絶のような大
規模で歴史的なプロジェクトから地域社会でのささ
やかなプロジェクトや1本の植樹まで、奉仕する機
会への扉を開いてくれます。簡単そうですがなかな
か大変な事だと思わされました。

地区に目を向けますと、全ての事象に於いてもう
一段のランクアップを提唱されております。無理の
ない範囲でのもう一歩上へのランクアップというよ
りステップアップをして、現在より更に紳士なロー
タリアンを目指しましょう。

気になった点がひとつ。その後の第1分科会の折
「今年度はロータリー活動全般に於いて厳しい判断
を迫られるシーンが多々あろうと推察されます。」

地区幹事のお言葉でした。尚、第2～第4分科会
は4/20～4/25の間にそれぞれzoomで開催されまし
た。第5分科会は書面会議でした。

確かにこの研修・協議会からその対応に会員の皆
様もお疲れ様でした。


