
本日のプログラム

④

次 回 の プ ロ グ ラ ム
2017年 6月24日(土) 18:00～

本 日 の プ ロ グ ラ ム
2017年 6月15日(木) 12:30～

４５
第２８２８回例会記録
司会：日野 邦彦 ＳＡＡ
遠軽ロータリークラブ早朝例会
日時：2017年 6月 8(木)12:30～
場所：ホテルサンシャイン 2F

★開 会 点 鐘 ：黒坂 貴行 会長
★国 歌 ：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：我らの生業
★四つのテスト：竹内徳治 会員
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黒坂貴行会長 ターゲット：地域のあしたのために、行動しよう！

ＲＩテーマ

委員会報告
◇佐久間 英昭 親睦活動委員長
・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
成田弘明会員⑦ 西 清治会員⑤ 石井定男会員④
東海林勉会員① 北野義樹会員⑧ 中川満之会員⑥
渡辺政俊会員⑨
・今月の誕生日、おめでとうございます。
東海林勉会員① 棚橋 忠会員②

本日のプログラム クラブフォーラム
活動報告・退任挨拶

会長 黒坂 貴行 会員
1年を振り返りますと、何と過ぎ去った時間の

早いこと、の一言に尽きます。
特に、各種行事が続いた上半期はイベントに追

いかけられているように感じました。
ジョン・ジャームRI会長の「人類に奉仕するロ

ータリー」という壮大なテーマを受けて、第
2500地区の地区活動方針「ロータリーのあした
のために、積極的に行動しよう」が決定され、ロ
ータリー活動が実践されました。【2面へ】
【名前等の後ろの〇数字は写真とその中の番号】

2016 -17

会長報告 黒坂 貴行 会長③
今日のクラブフォーラムでは各委員長に今年度の

活動報告をしていただきます。
最近は中学生の活躍が凄まじいものがあります。

以前にも紹介した将棋の藤井四段は昨日に公式戦3
勝を加え、連勝記録を23に伸ばしました。歴代３
位の連勝記録だそうです。益々期待が膨らみます。
卓球の世界選手権では13歳の張本君がリオの銅メ

ダリストの水谷選手を破り世界3位の中国選手には
4－1で負けたもののベスト8になりました。スポー
ツアカデミーでの日々の努力が開花してきました。

すばらしい頭脳と才能を持ったこれからも期待し
たい中学生たちですがこの他にもまた現れました。
大阪の中学３年生が「ランサムウェア」を作成した
として逮捕されました。「ランサムウェア」とはパ
ソコンのデータをロックし、復旧のために金銭を要
求するウイルスだそうですが、かなりの知識がない
とそうそう作れるものではありません。彼は自分の
パソコンを使って約3日で作りました。「自分の知
名度を上げたかった」というのが目的だそうです
が、やったことの善悪が判断できなかったとは思い
ません。これからは素晴らしいパソコンの知識と才
能を社会のために役立つ方向に向けてほしいと感じ
ました。

幹事報告 遠藤 利秀 幹事
１．5月30日開催の新旧理事会の報告⑩。

新年度での検討事項 ①新旧理事会の開催時期を
次年度の計画に反映させるため早くした方がよい
②今年度予算の関係で見送ったロータリー旗争奪
中学校野球大会の横断幕の作成を検討する ③慶
弔見舞金規程の見直し－本日の理事会で協議

２．先週報告した会員被推薦者2名((株)みゆき商事
代表取締役社長 伊藤幸雄様、イト電商事(株)常
務取締役 加藤幸徳様)について異議申立がありま
せんでしたので入会を認めます。お二人は新年度
7月から出席していただきます。

３．ひまわりの里合同運動会の案内。日時は6月17
日(土)9時45分から向陽園グラウンドで。

４．太陽の丘えんがる公園虹の広場「ツツジ花殻摘
み」を6月17日(土)午前7時から実施の案内。

５．平成29年度防衛講演会開催の案内。日時は7月
21日(金)午後4時からホテルサンシャイン。

６ 本日例会終了後、臨時理事会を開催します。

夜 間 例 会
慰労会・表彰式

クラブフォーラム
活動報告：クラブ奉仕部門
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【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：黒坂貴行 副会長：中川満之
会長エレクト：成田弘明 幹事：遠藤利秀
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2016～2017年度

6月 1日 38 34 29 85.3%
6月 8日 38 34 30 88.2%

竹内 徳治
出席委員長

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

【1面より】遠軽RCでは｢地域のあしたのた
めに、行動しよう｣をテーマに活動してきま
した。ロータリー活動は勿論ですが小さな社
会活動においても地域のための実践に繋げて
きたと思います。
予定されていた各事業も担当委員会、会

員の皆様のご協力をいただき無事に終わる
ことができましたことに改めて感謝申し上げます。ま
た、野外での事業はもとより、IM、地区大会などの対外
事業、クリスマス家族会等の親睦事業においてはゴルフ
とパークゴルフ大会が残っていますが、天気にも恵ま
れ、成功裏に終了しようとしていることに対しても感謝
申し上げます。

また、本年度は規定審議会の決定がありましたが、当
初は価値観を大きく転換するような印象を持ちました。
クラブの柔軟性を重点に改正されましたがこれからもロ
ータリー精神と理念を守りながら責任を持って取り組んで
いく必要性を感じた次第です。

多くの会員の皆様に協力を頂きながら何とか務めてま
いりました。これからもこの貴重な経験と体験を生かし
て行きたいと思います。今後共宜しくお願い致します。

最後に、会長の責務として出席率100％を密かに狙っ
ていましたが次回の例会にどうしても出席できず、達成
できないことが残念でなりません。会員の皆様には、1年
間大変お世話になり、心から感謝、御礼申し上げます。

幹事 遠藤 利秀 会員
幹事という大役を仰せつかり、まもなく

1年が過ぎようとしています。自分自身ロ
ータリアンとしてあまり成長しないまま、
皆様にはご迷惑をお掛けしながら、なんと
かここまでやってこられたのは黒坂会長を
はじめ会員の皆様、事務局のご協力によるものと感謝を
申し上げます。個人的には楽しくあっという間の1年でし
たが、会員の皆様にもそう感じていただけていたら幸い
です。幹事としての経験を今後のロータリー活動に活か
していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいた
します。1年間ありがとうございました。

クラブ奉仕委員長 渡辺 政俊 会員
各委員会の事業はまだ何件か残っていま

すが各委員長のおかげでつつがなく今年度
のクラブ活動ができたと思っています。一
年間ありがとうございました。

職業奉仕委員長 東海林 勉 会員
例会プログラムの準備をしていた時、

｢ロータリーの友｣今年1月号に｢『職業奉仕
』はロータリーの根幹か？｣という記事が
掲載され、衝撃が走りました。しかし、私
は｢職業奉仕はロータリーの原点である｣
と結論しました。

世界はますます予測不能に満ちています。ロータリー
の究極の目的は「世界の平和」。我々ロータリアンは職
業奉仕とロータリーについて理解を深めることが目的の
達成に重要だと思います。

社会奉仕副委員長 高橋 義詔 会員
社会奉仕を楽しみながら活動する、をモ

ットーに環境保全の取組として太陽の丘遠
軽公園の植栽、コスモス園の草取り等、ほ
ぼ事業計画通りやれましたが、｢介護施設
への支援・協力｣は日程が合わず実施でき
ませんでした。

会員相互が奉仕活動を楽しくできるよう努めて参りま
したけれども今後一層努力していきたいと思います。一
年間皆さんには大変お世話になり有難うございました。

国際奉仕委員長 金谷 正一 会員
１．ロータリー財団への協力
(1)1人100ドルの寄付は半数以上の会員よ

り頂きました
(2)認証ポイント活用による個人寄付は2名

を予定（ポールハリスフェロー）
(3)財団セミナーへの参加：会長と上田地

区委員が参加
２．地区奨学金の活用：北光学園生に該当者無し
３．例会プログラムの活用
(1)10月27日の例会に於いて米山記念奨学生で北見工業

大学修士2年生の中国人劉真真さんが参加
(2)2月2日の例会に語学留学生ミューズ・ニコライ・ア

ルカディさんを招待しスピーチを依頼

青少年奉仕委員長 吉川 紘 会員
１．9月10日・11日、ライラセミナーが温

根湯温泉で開催、2名の青年を派遣。
高井会員が同行。

２．Ｒ旗争奪中学校野球新人戦大会。
9月24日・25日、7校５チームが参加。

３．遠軽高校ＩＡクラブへの支援
①活動資金を援助。他、下記②・③の費用負担。
②インターアクト短期海外研修が3月22日～25日、台
北で。木戸菜摘さんが参加。

③インターアクト地区大会が５月26日・27日、紋別高
校で開催、18名の生徒が参加。吉川会員が同行。

４．例会プログラムの担当
①10月6日第2795回例会プログラム担当。ライラセミ
ナー参加2青年と高井会員の報告会。

②4月13日第2821回例会プログラム担当。木戸菜摘さ
んの短期海外研修報告。

ニコニコ
ＢＯＸ 佐久間 英昭 親睦活動委員長④

成田弘明会員 結婚記念日 5,000円
西 清治会員 結婚記念日 5,000円
石井定男会員 結婚記念日 5,000円
東海林勉会員 結婚記念日、誕生日 10,000円
北野義樹会員 結婚記念日 5,000円
中川満之会員 結婚記念日 5,000円
棚橋 忠会員 誕生日 5,000円
渡辺 勉会員 無断欠席 1,000円

2016-17年度 合計498,400円

☆閉 会 点 鐘：黒坂 貴行 会長
☆今月会報担当：高井 一博 会員
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