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★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国 歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：手に手つないで
★四つのテスト：－

第２９６３回 例 会 記 録
日時：2020年 6月18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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会長報告 渡辺 勉 会長
本日、数名の欠席者がおりますが、今日を含めて残り

２回の例会で今年度が終了となります。27日土曜日に行
われる最後の例会には、たくさんの出席をお願いしたい
と同時に、楽しい例会となります事を願っております。
本日、新型コロナウイルス感染症に関する規制緩和が

発表されます。都道府県への往来が出てくることになり
ますが、３密にならないよう感染防止に努めて下さい。

幹事報告 本間 克明 幹事
１．ガバナー事務所より、年度末報告書提出依頼。

委員会報告
◇高井 一博 次期幹事

本日、例会終了後、新年度の第1回理事会も兼ね新旧理
事・役員会を開催します。よろしくお願いします。

ＳＡＡ 木村 一則 君
吉川会員②へ4回目のポール・ハリス・フェロー(PHF)

バッジが届きました。渡辺会長①より授与いたします。

本日のプログラム
クラブフォーラム：退任挨拶・活動報告

（詳細は2019～2020年度クラブ活動報告書参照)
会長 渡辺 勉 君
2019～2020年度会長エレクト研修セミ

ナーが4月釧路でスタート、7月会長バッ
チ交換セレモニー、身の引き締まる思いで
新スタート、8月ガバナー公式訪問でヒヤ
汗と激励の言葉をいただき再認識、9月太陽の丘で｢ロー
タリーデー｣、ポリオ募金活動で女性会員メンバーの活
躍、10月釧路での地区大会の大懇親会、遠軽ロータリー
クラブ60周年記念式典での盛大な催し(実行委員会の素晴
らしい計画)、11月初めての3クラブ(中湧別・釧路ベイ)
合同例会、12月来賓交えてのクリスマス家族会、新年を
迎えての新年会(欠席でした)など、会員の皆様のご協
力、そしてご家族の皆様のご理解・ご協力をいただき、
例会・行事を行ってきました。感謝を申し上げます。

会長として終えようとしている今、新型コロナウイル
スによる各種例会・行事などの中止等で残念な日々であ
りますが、仲間でありますメンバーロータリアンの絆の
深さ・友情に感銘を受けました。また、本年度は新入会
員10％以上の獲得を目指してきましたが、東海林会員組
織委員長をはじめ皆様にご協力をいただき、目標を達成
することができました。ありがとうございます。

次年度、島田会長のもと、遠軽ロータリークラブが素
晴らしい1年であります事を祈念し、挨拶といたします。

幹事 本間 克明 君
ロータリアンとしての経験も浅く、責

任の重さと不安を感じながらのスタート
でしたが、この１年間、幹事という立場
で、勉強する機会を与えて頂きました。

振り返ると、多くの貴重な経験ができました。釧路ス
ナック出火に係る事後対応に始まり、タモンベイRC(グ
アム)とのバナー交換他、クラブジャンパーの調達と演台
の新調、初のロータリーデー募金活動、節目となる60周
年記念事業の活動、釧路ベイRCを迎え中湧別RCとの合
同例会、入会者・退会者との対応、新型コロナウイルス
感染症拡大防止に係る休会対応等々…、私にとっては、
あっという間の濃い１年でありました。

渡辺会長と連絡を密にして、クラブの運営がスムーズ
に遂行できるよう心がけてきましたが、至らなかった点
は、どうかご容赦いただきたいと思います。

どうにかやってこれたのも、会長はじめ、役員、理
事、会員の皆様のご協力と温かいご指導のおかげであ
り、心から感謝を申しあげます。
SAA会場監督 木村 一則 君
私自身2度目のSAAを務めさせていただ

きましたが、波乱万丈の１年でした。
私事ではありますが遠軽JCとの交流会

に遅刻したり骨折による例会の離脱など
で副SAAに多大なご迷惑をお掛けしました。また、コロ
ナウイルス感染拡大により例会の中止が相次ぎ、SAAの
職務を果たせたのは年間の６割程度と充分に貢献できな
いまま終わってしまった気がします。
2度目のSAAを通じて感じたことは、ゲストを迎えた時

の時間配分の難しさでした。ゲストの講話・挨拶などは
時間が読みにくく時間切れも言い難いため、時間超過を
することもありましたが、幹事との事前調整を行うこと
で徐々に改善できたと思います。
1年間、会員の皆様のご協力で大きな問題もなく終える

ことが出来ました。有り難うございました。

【名前後の○数字は写真の中の番号】

2020年 7月 2(木) 12:30～
クラブフォーラム

2020-21年度 就任挨拶・活動計画

2020年 6月27(土) 18:00～
夜間例会・慰労会
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6月11日 44 41 33 3 87.8%
6月18日 44 41 29 70.7%

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
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【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)
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職業奉仕委員長代理 木村 一則 君
１．４つのテストの理解と普及活動
・月初めの例会時に四つのテストを唱和。
・３月12日、遠軽町内の全小学校新入生に「よい子のか
なかな」ファイルを河原教育長に依頼、寄贈。

２．職場訪問例会は9月5日、遠軽信用金庫本店を訪問、
金融機関の業務についてお話を伺う。

３．｢職業奉仕に関するスピーチ」は12月12日、本吉会
員により実施。

４．地域社会への職業奉仕活動者に対する表彰は絵手紙
同好会｢一筆会｣にお願いしておりましたが、塚田会長
さんのご主人がインフルエンザに罹患されたので中止。

社会奉仕委員長 渡辺 政俊 君
１．環境保全の取り組み：コスモス園の
草取りは予定通り慎ましく実施。太陽
の丘えんがる公園の花壇の植栽は残念
ながらコロナ対策のため中止。

２北海道家庭学校、及び近隣養護施設への
支援・協力については例年通り実施。

３．交通安全啓発活動への協力も、予定通り実施。
国際奉仕委員長 須藤 順一 君
１、ロータリー財団への積極的な協力
・ポリオ撲滅運動への協力：
一人年間2,000円の寄付

・財団年次基金への寄付：
一人100ドルの寄付

・認証ポイント活用による個人寄付の協力・推進
２、地区奨学金の活用
今年度以降の奨学金活用を推進していく。

３、例会プログラムでゲスト卓話：町総務課主幹の西聡
様と丸瀬布・白滝地域担当ALTのケイト：リーさん

４、委員会委員の会員卓話：山田荘一当副委員長
５、ロータリーデーの開催：9月８日のコスモスフェスタ

にて実施。猛暑の中、会員24名の積極的な活動＝お茶
・花の種・パンフレット配布とポリオ募金活動を実施。

青少年奉仕委員長 乾 淳 君
１．遠軽高校インターアクトクラブへの
支援：年間活動資金の提供

・インターアクト地区大会、及び短期海
外研修参加支援は新型コロナウイル
ス感染拡大防止に伴い中止

・クリスマス家族会への招待(12月19日開催:7名参加)
２．ライラセミナーヘの参加支援(8月31日～9月1日旭川)
：遠軽信用金庫様より敦賀隼さん、新井田和樹さんを派
遣：9月12日例会でライラセミナー活動報告を開催
３．遠軽RC旗争奪中学校野球大会の開催(9月28日、29

日)：8校4チームが参加、遠軽南中・生田原中・丸瀬布
中合同チームが優勝

会員組織委員長 東海林 勉 君
会長の決意＝｢新会員10％以上の獲得を目差し｣て活

動。新年度初め7月例会で二人の入会式が行われ幸先の良
いスタートが切れました。

ニコニコＢＯＸ 乾 淳 親睦活動委員
棚橋 忠君 結婚記念日 5,000円
渡辺 勉君 会長退任 10,000円
本間克明君 幹事退任 5,000円
須藤順一君 国際奉仕委員長退任 2,000円
乾 淳君 青少年奉仕委員長退任 2,000円

2019-20年度合計618,000円
☆閉会点鐘：渡辺 勉会長☆今月会報担当：石井朋子委員長
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9月の2例会で「会員増強プレゼン｣、
｢会員候補者リストアップ作業｣。
11月の例会では、そのデータを元に54

名のリストアップ完了。年明け後、最終
的に3名の入会式実施、計5名。残念なが
ら、3月末に一名の会員が退会。
出席委員会委員 須藤 順一 君

今年度平均出席率は80.5％。各種行事の出席者数は、
・8月24日㈯：夏祭り花火大会には13名出席
・9月8日㈰：コスモスフェスタ2019には24名出席
・9月20日㈮：秋の交通安全運動街頭啓発には11名出席
・9月28-29日㈰：少年野球大会には15名出席
・10月11～12日㈯：地区大会釧路14名出席。
令和２年が始まり盛大に新年会でスタートしたが、2月

からのコロナ対策で、3月例会休会、4月同3回、5月同休
会。6月最終月例会4回で今年度終了。
メディア委員長 石井 朋子 君
メディア委員の皆さま、また会員の方

々の協力により無事一年を終えることが
でき、感謝致します。
例会は3月からのコロナ対策により休会

がありましたが会報は問題なく終えることができたと考
えています。
親睦活動委員長代理 乾 淳 君

親睦活動を通じて会員相互の信頼と友情を深めること
ができ、より良い奉仕活動を継続的に行えたと考えま
す。これも親睦活動委員はもとより会員皆様のご協力に
より、計画通り活動することが出来ました。

最終の27日夜間例会は前島委員長が楽しい企画を考え
ていると思いますので、多くの参加をお願いします。
プログラム委員長 髙橋 義詔 君
各委員会に例会を担当して頂きました。

会員卓話も各委員会より選出願い会員相
互の自己啓発に努めて参りました。
ゲスト卓話についても消防署、警察署、

自衛隊など、皆さんに協力いただき実りある卓話になり
ました。残念ながらコロナ対策による緊急事態宣言の影
響により後半戦は休会となり、当初の計画通りには進み
ませんでしたがメンバー各位にはゲストを紹介いただく
などご協力賜り感謝申し上げます。


