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　先週の例会では､今日の最低気温は2度で峠では

雪が降るかもしれませんと話しましたが、今日は

最高気温が33度となっていて、一週間であまりの

気温差と、花粉や黄砂が多く飛んでいる影響で、

体調が万全ではありません。

　チューリップ公園や芝桜も花の最盛期を迎えて

いるところですが、この近くの観光地も最近の観

光客数はアジアからの海外客抜きでは人数が伸び

ないそうです。

　チューリップ公園の売店の人の話では、海外か

らの人達は、台湾等中国系の人達とタイやシンガ

ポールの人が多い様ですが言葉が判らないので何

人かは正確ではないそうです。

　以前の道内からの観光客と比べると大きな違い

は、バスで来る場合が多いので、家族連れ以外は

ほとんど買い物をしないそうです。物は売れない

となげいていました。

　日本人と違うのは写真の撮り方で、かなり大胆

なポーズを創って（芝生の上に寝転ぶとか）芸能

人の写真集みたいに写す傾向があるそうで、奥ゆ

かしい日本人ではちょっとまねできないそうです｡

　今日はインターアクトクラブの短期海外研修の

発表となっています。

　私の遠軽高校時代の同級生ではアメリカのシア

トルに一人とコスタリカに一人の女性が住んでい

ます。コスタリカ在住のロイ・ひさのはこの間テ

レビの世界こんなところに日本人という番組で特

集されていました。

　ぜひこれからの遠軽高校の生徒の中からも、海

外との交流を多く持つ人材が育ってくれて、遠軽

町に帰って来て活躍してくれることを期待してい

ます。

 クラブフォーラム クラブフォーラム クラブフォーラム クラブフォーラム：：：：退任挨拶退任挨拶退任挨拶退任挨拶

 早朝例会 早朝例会 早朝例会 早朝例会（（（（太陽太陽太陽太陽のののの丘虹丘虹丘虹丘虹のののの広場 花移植広場 花移植広場 花移植広場 花移植））））

１．本日例会終了後に理事会を行いますので、役

　員・理事の方は出席をお願いします。

◇◇◇◇親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会　　　　　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　利秀利秀利秀利秀　　　　委員長委員長委員長委員長③
　　　　6月28日、親睦家族ゴルフ大会・パークゴルフ

大会を開催します｡多数のご参加を頂き親睦を深

めて頂きますようお願いします。

　　新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会　　　　吉川吉川吉川吉川　　　　紘紘紘紘　　　　委員長委員長委員長委員長⑤
　本日は3月に実施された地区インターアクト短

期海外研修､そしてクラブの報告をして頂きます｡

　活動報告書を見ますと遠高インターアクトクラ

ブは多様多彩な活動を展開しております。是非、

頑張って社会貢献を果たして頂き、同時にボラン

ティア活動を通じてクラブの皆さんのいろんな体

験を増やして、自分を磨いて下さい。 （2面へ）

　

　　　　　【役職、名前の後の○数字は写真の番号】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局事務局事務局事務局　　　　小林小林小林小林　　　　真由美真由美真由美真由美さんさんさんさん④
　　　　最初は､ＲＣの事務局が私で勤まるのかと不安

で一杯でしたが､皆様に暖かく迎えて頂きまして

4年間､無事故で今日を迎えることが出来ました｡

　本当にありがとうございました。
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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

5月22日 33 30 25 4 96.7%

5月29日 33 30 22 3 83.3%
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☆今月会報担当　中川　満之　会員
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　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　 渡渡渡渡　　　　辺辺辺辺　　　　政政政政　　　　俊俊俊俊

副 会 長　 西西西西　　　　　　　　　　　　清清清清　　　　治治治治

会長ｴﾚｸﾄ　 上上上上　　　　田田田田　　　　　　　　　　　　稔稔稔稔

幹　　事　 木木木木　　　　村村村村　　　　一一一一　　　　則則則則

会　　計　 遠遠遠遠　　　　山山山山　　　　　　　　　　　　博博博博

Ｓ Ａ Ａ　 成成成成　　　　田田田田　　　　弘弘弘弘　　　　明明明明

〒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  info@engaru-rc.com

北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目

　　ホテル

ホテルホテル

ホテル　

　　

　サンシャイン

サンシャインサンシャイン

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)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 累計 562,736円

渡辺　勉会員　帯広地区協議会欠席     　　 5,000円

藤田禮三会員　ノーバッジ　　　　　　  　　1,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計   6,000円

顧問教諭顧問教諭顧問教諭顧問教諭　　　　小島小島小島小島　　　　啓一先生啓一先生啓一先生啓一先生⑥
　タイは政情不安で、安全を最優先し、万一の場

合は中止、と言われていましたので、実現できて

本当に良かった。カンチャナブリは地方の穏やか

なところで貴重な体験が出来たと思います。

　活動報告書に沿って説明します。

　毎週児童館を訪問し、プルタブ、エコキャップ

を集め､7月は学校祭で不用品回収をしています。

　楽器などはいろんな国、人種の子どもたちのい

る20カ国近くに届けています。外国から写真と礼

状が送られてくるので、大きなパネル10枚ぐらい

をつくって写真などを展示して、お客さんが来て

もすぐ見られる玄関のそばにおいてあります。

　生徒も毎日そこを通りかかるときに見て、国際

的な活動を遠軽高校はやっているんだな、という

雰囲気が学校全体に伝わる貴重な機会となってい

ます。

　今年、「ソロバン寄贈プロジェクト」に取り組

みました。トンガ王国で国を挙げて数学の授業に

ソロバンを使う計画のため、ジャイカより全国で

1500丁ぐらい集めたいので、遠高にも要請が来ま

した。ＩＡＣの生徒たちは校内ではポスターを作

ったり、全校生徒に「不要な物あれば集めていま

す」というチラシを配りました。遠軽新聞や道新

に載せていただいたところ、町だけで95丁だった

が､先日､滝上の方から「道新見たんだけれども」

ということで､15丁贈っていただいたので、計110

丁をお届けすることができました。本部の方も遠

軽みたいな小さな町で100丁以上も､ということで

驚いていました。

　生徒が積極的に活動していることによって校内

とか町民の方、町外の方にも、沢山の反応をいた

だいております。

　今回のタイでの短期海外研修では、日本とタイ

の違いをたくさん感じることができました。

　まず、日本との気温差に驚きました。実際に体

感すると想像以上でした。

　交通面に関しては､多い所で片側８車線もあり､

車線が多いのにそれでも渋滞してしまうタイの交

通量の多さに驚きました。また、車と同じ位バイ

クが多いことや路肩駐車が多いのも日本との違い

だと思います。

　飲食に関しては、飲み物を飲む時は必ずストロ

ーが付いてくるこことやどの飲み物も甘いことに

驚きました。そして、タイの料理は極端に辛いか

甘いというのが多かったです。

　知事表敬訪問とテープモンコンランシー学校訪

問では､お話を聞いたり、たくさんの贈り物を頂:

いたり、伝統的な踊りを見せて頂いたりと、とて

も充実した時間を送ることができました。この交

流で驚いたことは、現地の方々は式中でもLINEや

メール、通話などをしていたことです。

　ＩＡＣの方々とのイカダでの夕食会や「戦場に

かける橋」という映画で有名な橋を実際に渡った

時は、一人一人とたくさん交流することができ充

実した時間を送ることができました。

　最後に､無事にこの海外研修を終えられたこと､

この研修に参加させていただく機会を与えて頂い

たことに感謝し、この研修で学んだことを今後の

活動や将来に役立てていきたいなと思います。お

世話になった全ての方に感謝申し上げます。本当

にありがとうございました。


