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遠軽ロータリークラブ

会長報告 遠藤 利秀 会長①
本日のプログラムはクラブフォーラムでこの一

年間の活動報告をして頂きます。昨年7月5日の
クラブフォーラムで今年度の活動計画を発表して
からあっという間の1年でした。各委員会におか
れましてはクラブ運営へのご協力をいただきあり
がとうございました。本日は活動報告をよろしく
お願いいたします。

16日の日曜日、ファイターズ戦の観戦ご苦労
様でした。残念ながら試合は負けてしまいました
が、試合もアフターも含めて親睦を深められたこ
とと思います。私はモデルハウス見学会で残念な
がら参加することはできませんでしたが、来年企
画されればぜひ参加したいと思っています。

16日夜は駐日アイルランド大使ポール・カヴ
ァナ閣下が来町され歓迎会が開催されました。前
回の東京オリンピックの時に各国から持ち寄られ
た樹木の種子により育てられた樹木が北海道家庭
学校の敷地内に「オリンピック展示林」として大
切に育てられています。そこで、来年開催される
東京オリンピックを契機としてこの展示林を「み
どりと国際交流のレガシー」として継承していく
活動を世界中にアピールしていくために展示林関
係国のアイルランドと折衝している関係での来町
でした。今後は、ラグビーの強豪国のアイルラン
ドとのスポーツ交流や森林を守り育てる事業など
を行っていく予定です。これを機会に遠軽町とア
イルランドの良い交流が続いていくことを期待し
ています。

一般社団法人日本善行会の本年度の特別善行銀
章を本吉会員と藤田会員が受賞されました。おめ
でとうございます。

幹事報告 本間 克明 副幹事②
1．根室RCより、創立60周年式典祝賀会出席の

礼状。
2．2018－2019年度地区ガバナーより、年度末報

告書提出の依頼。
３．本日例会終了後、次年度第1回理事会を開催

します。出席義務者の出席をお願いします。

★開 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
★国 歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－
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第２９２４回 通常例会記録
日時：2019年 6月20日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン 2F
司会：上田 稔 ＳＡＡ
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委員会報告
◇木村 一則 ロータリー情報委員長

オリエンテーションを来週29日、15時より当
ホテルの雅の間で開催します。

本日のプログラム クラブフォーラム
活動報告：五大奉仕／クラブ奉仕各委員会
（詳細は2018～2019年度クラブ活動報告書参照)
クラブ奉仕委員長 佐藤 直也 君③

６委員会は、それぞれの各委員長のもと概ね順
調に活動を終えました。私の役割は各委員会と理
事会との連絡調整役とし、その任務は一応果たせ
たと考えています。
プログラム委員長 佐藤 直也 君③

今年度は会員同士で一層の自己啓発の機会をよ
り多く作ることを目的とし、会員卓話は各委員会
から1名ずつお願いし、9名の会員には予定変更
等にも応じていただきました。ゲスト卓話には6
名の方々においで頂きました。ゲストの紹介や交
渉などにご尽力された方々に感謝申し上げます。
なお、地震のため職場訪問例会が中止となったこ
とだけは大変残念なことでしたが、1年を通して
ほぼ満足のいくプログラムであったと思います。
職業奉仕委員 木村 一則 君

今年度の計画は、皆さんの協力により無事終了
することが出来ましたが、職揚訪問例会は9月6
日の地震(停電)の影響で中止となり残念でした。

また、職業奉仕活動者に対する表彰は該当者が
いない為、実施できませんでした。
ロータリー情報委員長 木村 一則 君④
本委員会はロータリークラブについての様々

な情報を会員に提供し、【2面へ】
【名前後の○数字は写真の番号】
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2019年 7月 4(木) 12:30～
クラブフォーラム

2019-20年度入会式／就任挨拶・活動計画

2019年 6月29(土) 18:00～
夜間例会 ：慰労会

ゴルフ・Pゴルフ表彰式／送別会
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6月13日 41 38 26 9 92.1%
6月20日 41 38 28 73.7%

須藤順一
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

【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：遠藤利秀 副会長：金谷正一
会長エレクト：渡辺 勉 幹事：東海林勉
会計：島田光隆 ＳＡＡ：上田 稔
直前会長：成田弘明 事務局員：佐藤郁子
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2018-2019年度 国際ロータリー
会長：バリー･ラシン(イーストナッソーRC)
第2500地区ガバナー 細川 博(帯広北ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 山市喜雅(紋別港ＲＣ)

編集・発行：メディア委員会
委員長：加藤幸徳 副委員長：石井定男
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治

竹内徳治 東海林勉

【1面より】特に入会間もない会員にロータリ
ーの知識と愉しみ、やりがいを持っていただけ
ることを目標として活動しました。

3月の例会プログラムでは、東海林地区会員増
強委員長より講話をしてもらいました。

入会３年未満の会員に対するオリエンテーショ
ンは6月開催に予定しています。
社会奉仕委員長 髙橋 義詔 君⑤
1．環境保全については、コスモス園の除草は雨
のため中止になりましたが、太陽の丘虹のひろば
での花移植は予定通り出来ました。
2．家庭学校生を花火大会に招待する事業は予定
通り実施しました。
3．交通安全啓発活動は予定通り実施できまし
た。災害関係については災害がありませんでした。
国際奉仕委員長 高井 一博 君⑥

11月の地区ロータリー財団補助金管理セミナ
ー(帯広)では、当4分区からは近年補助金申請が
無いとの事で、次年度以降前向きに検討してはい
かがかと思われます。

「あなたも100ドル」の寄付は7割強の会員よ
り、個人寄付は３名の会員よりポール・ハリス・
フェローへ協力を頂きました。ありがとうござ
いました。
青少年奉仕委員長 黒坂 貴行 君⑦

多くの会員の皆様のご協力により、全ての事業
を行う事が出来ました。

特に、インターアクト地区大会の開催について
は、無事終了できたことに感謝いたします。
会員組織副委員長 棚橋 忠 君⑧
今年度は純増1名、若年層の入会を目標に掲げ

スタートしました。会員の皆様のご協力を頂きな
がら活動しましたが、 残念ながら今期の入会に
はならず会員増強の難しさを痛感しました。
しかし、年度末に7月入会者3名が承認され、

新年度に繋げることができたことは非常に良かっ
たと思います。
出席委員長 須藤 順一 君⑨

今年度のクラブ会員の平均出席率は80.93%で
した。

各種行事（地区大会[帯広]、 地区研修[釧
路]）に多数の会員の積極的な出席をいただき、
又、本年は藤田会員がインターアクト短期海外研
修（韓国）に3月25日～28日まで出席され、 出
席の向上に努めていただいた結果であります。深
く感謝申し上げます。

なお、今年度の出席率100％会員は18名です。

ニコニコＢＯＸ 乾 淳 親睦活動委員長
金谷正一君 副会長退任 5,000円
藤田礼三君 インターアクト地区委員長退任 5,000円
黒坂貴行君 青少年奉仕委員長退任 2,000円
木村一則君 ロータリー情報委員長退任 2,000円
河原英男君 会員組織委員長退任 2,000円
乾 淳君 親睦活動委員長退任 2,000円
髙橋義詔君 社会奉仕委員長退任 2,000円
藤田礼三君 善行会銀賞受賞 5,000円
本吉春雄君 善行会銀賞受賞 5,000円
河原英男君 無断欠席 2,000円
日ハム応援ツアー無事終了 6,356円

2018-19年度合計 555,156円
☆ 閉 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：石井 定男 委員

2018-19_45th-02

メディア委員長 加藤 幸徳 君⑩
メディア委員会は会報の作成・

発行をメインの活動として一年間
活動してまいりました。

各委員の尽力により、会報の原
稿を作成、校正後、発行を行いま
した。

予定の計画通りに活動を実施いたしました。
ガバナー事務所、第４分区ガバナー補佐、ロー

タリーの友事務所に送付いたしました。
また、町内の配布先にもお送りいたしました。

親睦委員長 乾 淳 君⑪
一年間の目標としていた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ことに心より
感謝申し上げます。


