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委員会報告

第２６４２回 例会記録：

　 ☆開会点鐘　渡辺 政俊会長　☆Ｒソング「奉仕の理想」

幹事報告

会長報告

本日のプログラム
2013年7月18日(木) 18:00  夜 間 例 会

「ロータリー出席の意義」
　　　出 席 委 員 会 担 当

次回のプログラム
2013年7月25日(木) 12:30

　我が家の婿さんの実家が山梨の甲府です。昨日
は39.2度でしたので連日の猛暑でお母さんはじっ
としていても頭がぼーっとしてくると言っている
そうです。遠軽も１昨日は熱帯夜でしたので、大
変寝苦しい思いをしましたが会員の皆様は大丈夫
だったでしょうか。
　日本での最高気温は多治見市と熊谷市の40.9度
ですが、地球上で多くの人間が住んでいる地域で
最も気温が高いとされているのはイラクのペル
シャ湾の都市バスラだと言われています。1926年
には58.8度が観測されたそうです。60度のお湯で
やけどをしますので想像もつかない暑さですが乾
燥した気候なので生活できるそうです。それに比
べるとこの位は我慢しなくてはならないかな、と
思っています。
　遠藤忠男会員につきましては先日の臨時理事会
におきまして私が説得に行く形をとりましたが、
確認したところ本人の意志が固く、6月30日付を
もっての退会となりました。
　さて本日の例会はクラブフォーラムの二回目で
委員会の今年度の計画発表となります、会員の皆
様には委員長の意気込みをご静聴下さい。

◇社会奉仕員会　兼平哲雄委員長
　早朝例会のお知らせ
　日時:8月1日(木)午前7時～　※雨天時も集合
　場所:太陽の丘えんがる公園 虹の広場管理棟前
　持物  ゴム手袋・軍手・長靴・クワ
※弁当の準備のため、欠席、同伴参加者いる場合
　は7月25日まで事務局に連絡

◇前年度出席委員会　山田前出席委員長
　先週欠席の出席100％会員へ記念品贈呈【写真】
　＊７年：遠山　博
　＊６年：西  清治
　＊２年：大久保忠明

１．ライラセミナーの案内・・・回覧
　　9月21日～23日（2泊3日）､なよろ温泉サンピ
　　ラー及び周辺。新世代奉仕委員会に進めても
　　らいます。

２．恒久基金／大口寄付について、大口寄付者推
　　薦の依頼が来ています。国際奉仕委員会で対
　　応してもらいます。

　　＊ロータリーメモ：寄付について
　　■恒久基金
　　　この世を去った後も末永く支援を続けていく
　　方法、それは、ロータリー財団の恒久基金への
　　寄付です。この基金を通じて、ご寄付は、将来
　　何世代にもわたって世界中のニーズに応えてい
　　くための偉大な力の一部となるのです。

　　■大口寄付者
　　 　ロータリー財団は、現金寄付あるいは寄付の
　　 累計が米貨10,000ドルに達した個人または夫婦
　　 を大口寄付者として表彰します。
  　　 レベル  　寄付額 （米ドル）
　   　　4  　100,000～249,999ドル
　   　　3  　 50,000～ 99,999ドル
　   　　2     25,000～ 49,999ドル
　  　　 1     10,000～ 24,999ドル

３．赤十字活動資金の協力依頼が来ています。
　　例年10,000円ですが、次回理事会にて対応を
　　確認します。
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出席報告

例会日 会員数
出席計算
会 員 数

出席者数
メイク
アップ

出席率 無断欠席

7月 4日 35 31 27 87.1%

7月11日 35 31 26 83.9%

ＵＲＬ：engaru-rc.com
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遠軽ロータリークラブ　 創立1959年9月12日　認証1959年11月7日

☆今月会報担当　石井　定男　委員

☆ 閉 会 点 鐘　渡辺　政俊　会長

親睦活動委員会　遠藤 利秀 委員長
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〈活動計画書と重複する場合は割愛〉
【役職名・名前後の○数字は写真番号】

出席委員会　竹内 徳治 委員長

本日のプログラム・クラブ奉仕部門委員長就任挨拶

　編集・発行　メディア委員会
　委員長　海　野　　　功
　委　員　石井定男( 7･ 8月)
　　　　　上田　稔( 9･10月)
　　　　　棚橋　忠(11･12月)
　　　　　西　清治( 1･ 2月)
　　　　　東海林勉( 3･ 4月)
 　　 　　中川満之( 5･ 6月)

会　　長　 渡　辺　政　俊

副 会 長　 西　　　清　治

会長ｴﾚｸﾄ　 上　田　　　稔

幹　　事　 木　村　一　則

会　　計　 遠　山　　　博

Ｓ Ａ Ａ　 成　田　弘　明

〒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  re1959@engaru-cci.or.jp

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  Fax 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)

◇会員組織委員会　　佐久間英昭 委員長①
　＜活動計画書参照＞ 当クラブも純増1名の達成を目
指すと計画しましたが､会員が2名減の35名のスタート
になりました。会員皆さんの協力で1名でも2名でも増
やしたいと思いますので、よろしくお願いします。

◇出席委員会　　　　竹内　徳治 委員長②
　前年度は出席率も向上しています。＜活動計画書参
照＞会員皆様の100％出席に是非ご協力下さい。

◇メディア委員会　　海野　　功 委員長③
　＜活動計画書参照＞会報の印刷については、経費削
減ため今年度から商工会議所に委託しました。委員会
で紙面のレイアウト等を検討して、商工会議所の担当
者の協力を得て、印刷に引けをとらない会報を発行す
ることができました。紙面に限りがありますので、会
報の原稿は極力簡略化に協力願います。
　ホームページについては、東海林委員が7月3日に会
報裏面に表示のとおり｢engaru-rc.com｣でドメインを取
得､今月中にはホームページを公開する予定です｡
　記録の正確性等を期するため、委員会として例会の
内容を録音させていただきますことをご理解願います｡

◇親睦活動委員会　　遠藤　利秀 委員長④
　ロータリアンになって､まだ2年弱ということでこの
大役を無事果たせるかどうか分かりませんが、諸先輩
のご指導を仰ぎながら一年間やっていきたいと思いま
す。＜活動計画書参照＞

◇プログラム委員会　黒坂  貴行 委員長⑤
　経験2年目にして大役を仰せつかりました。＜詳細
は活動計画書を参照＞何かのテーマで話をしたい方、
会員卓話を5～6回用意しました､速い者順です､テーマ
を挙げて、奉仕をお願いします。

◇ロータリー情報委員会
　　　　　　　　　　佐藤　直也 委員長⑥
　実質的な事業として､入会3年未満の会員に対するオ
リエンテーションの実施とロータリー理解推進月間の
例会プログラムの担当である。
　内容については現在検討中であるが、どちらも当委
員会のみでできる事業ではないので、会員の皆様のご
協力を仰がなければならない。
　また､入会3年未満の会員に対するオリエンテーショ
ンは､その対象を3年未満に限らず会員全員を対象とし
て出席を呼びかける予定なので、そちらのご協力もよ
ろしくお願いしたい。
　なお資料整理については、前年度にやっていただい
ているので安心している。

兼平　哲雄会員　社会奉仕委員長就任　　　2,000円
竹内　徳治会員　出席委員長就任／
                出席100％ 14年　　　　  4,000円
黒坂　貴行会員　プログラム委員長就任　　2,000円
大久保忠明会員　親睦ゴルフ大会優勝　　　2,000円
佐久間英昭会員　出席100％  7年　　　　　2,000円
遠山　　博会員　同 　　　　7年　　　　　2,000円
西　　清治会員　同　　 　　4年　　　　　2,000円
木村　一則会員　同　　　 　3年　　　　　2,000円
成田　弘明会員　同　　　 　2年　　　　　2,000円
　　　　　　　　　　　　　　　  　合計 20,000円
                                  累計102,000円

◇第４分区ガバナー補佐　東海林 勉 会員⑦
　＜活動計画書参照＞“ロータリーはこうだ！”と自
信を持って説明できるように勉強したい。
　先ほど挨拶がありましたが、(2名が)入会して2年目
で委員長として活動できることは素晴らしいこと、頑
張ってその役割を果たして下さい。ロータリーの素晴
らしさは経験してみないと解りません。それを他の人
に話して下さい。
　地区内外、国内外でロータリアンとして経験したこ
とを多くの会員に話したい。
　“百聞は一見にしかず、百見は一考にしかず、百考
は一行にしかず”ロータリーについて聞いて、見て、
考えて、そして行動＝奉仕しましょう！


