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■ 本日は １２月１５ 日㈬ 第 ２４７１ 回 例 会 ■
夫婦忘年会

親睦活動委員会担当

夜間例会

※ＲＣレート １２月１日より １＄ １１４円

■ 次 週 の 予 定 ■
12月22日㈬・29日㈬ 1月５日㈬ 指定休会
１月12日㈬ 四大祝福
会長担当
第2472回
年頭挨拶
１月19日㈬ 新年夜間例会
親睦活動委員会担当
第2473回

第２４７０回例会記録 ２０２１年( 令和３年) １２月８日 ㈬ 晴れ 「四つのテスト」 唱和
・ゲスト紹介

本日はいらっしゃいません。

・ビジター紹介

本日はいらっしゃいません。
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直弘

①砂川地区広域消防組合より、令和４年砂川消防出初式
のご案内が届いております。
日時 令和４年１月６日（木）14：00
場所 砂川市地域交流センターゆう
②砂川商工会議所より、創立70周年記念式典のお礼が届
いております。
③一般社団法人砂川青年会議所より、創立60周年記念式
典のお礼のハガキが届いております。
④砂川市交通安全推進委員会より、交通安全旗及び飲酒
運転撲滅旗の贈呈セレモニーのご案内が届いており
ます。
日時 令和３年12月15日（水）11：00～
場所 砂川市役所 ３階 市長室
⑤第2510地区ガバナー事務所より、地区 RLI 委員会よ
り「RLI パート３ オンラインセミナー開催のご案
内」が届いております。
日時 令和４年１月30日（日）９：00～16：40
オンライン開催

幹

事

報

告

幹事 山田

大

①赤平ロータリークラブより、11月分の会報が恵送され
ております。堀江ガバナー補佐にも届いております。

委 員 会 報 告
親睦活動委員会
委員長 信太 英樹
来週15日は予定通りに夫婦忘年会を開催致しますの
で、参加されます会員、奥様はどうぞよろしくお願いし
ます。 コロナウイルス感染拡大防止のため、テーブル
もゆったり目で、時間もやや短縮で行いますことをご承
知おきください。
なお、例会終了後、来週に向けての打ち合わせを行い
ますので、会長、幹事を含む親睦活動委員の皆様は、お
残り下さいますようお願いします。

例

会

クラブフォーラム

各委員会上期活動報告
副会長担当
国際奉仕委員会
委員長 藤田 秀邦
1.2021-2022国際奉仕地区補助金事業への支援

「奉仕の理想」 音楽のみ

水と衛生(WASH 教育事業)に５万円を拠出致しました。
2.米山奨学金、海外事業に詳しい方に卓話をお願いする
コロナ禍、私の力不足のため適任者の招聘が適わず…
自ら下記の卓話を行いました。
「高３時にあった「巨人の星」の先入観を…
コロナ禍に検証してみました」
次回、4/20の卓話ですが、コロナ感染状況を確認しつ
つ、適任者を検討致しますが、世界情勢に詳しい方が
おりましたらご紹介いただければと存じます。
3.ポリオ撲滅活動への寄付金につきまして、ゴルフコン
ペでの寄付を予定しております。早めに日程を決定
すれば、私も参加し、OB、3パット、池ポチャで協力
したいと思います。
ＳＡＡ委員会
委員長 石家 裕二
１．残食数につきましては、会員皆様に事前連絡をいた
だき、食事の無駄を減らし軽費削減に努めましたが、
コロナ拡大のため例会が休会になり、お弁当のみのお
持ち帰りに変更した影響で、取りに来られない会員も
いたことから12月１日で40食の残食となりました。
２．席替えにつきましては、７月、10月の２回実施、密
にならないよう、昨年同様席を離し前向きにし、さら
に食事実施からは席と席の間にアクリル板を設置し
感染防止に努めた。
３．ＳＡＡ担当例会につきましては、11月17日北門信用
金庫営業第二本部 企業支援室 室長 伊藤貢作様
に「コロナ禍における企業再生」というテーマで卓話
をしていただきました。
今後とも会員皆様のご協力よろしくお願いいたします。
出席委員会
委員長 瓜
俊雄
コロナウイルス感染拡大の影響で、新年度の第一例会
と９月に３回の計４回の例会が臨時休会となり、本日の
第2470回例会を終えて16回例会が開催。
◎月ごとの出席率
７月 例会３回87.72％
８月 例会３回83.19％
９月 例会１回86.84％
10月 例会４回89.47％
11月 例会３回86.73％
12月 例会２回89.47％
例会16回の 出席基数 606人 延べ欠席者 100人
出席率 83.5％
メーキャップ 23名 メーキャップ後の出席率 87.29％
◎メーキャップ修正後 100％ 出席会員 28名/39名
コロナウイルス感染も現在は落ち着いておりますが、
お仕事の関係上、人が集まり密になる処への参加はまだ
控えなければならない方も有り、100％例会は難しい状
況です。

親睦活動委員会
委員長 信太 英樹
毎例会、ゲスト並びにビジターの報告、ニコニコの発
表をさせていただいております。
今日現在、ニコニコの金額は560,000円で、年間目標
の1,500,000円に照らし合わせると低めに推移しており
ます。来週は夫婦忘年会、下半期もございますので会員
の皆様のご協力をお願いいたします。
また７月28日、当初は納涼夜間例会を行う予定でした
が、コロナウイルス感染拡大防止のため昼間に前三役に
慰労記念品をお渡ししました。そして会員の皆様にプ
チオードブルを用意し持ち帰っていただきました。
さらに７月17日には第一回永森会長杯ゴルフコンペ
を新奈井江カントリークラブで12名の参加をもって開
催しました。栄ある優勝は阿部会員でした。
先ほども申しましたように、来週15日には夫婦忘年会を
行います。一年間を皆様と共に振り返りたいと思いま
す。上半期、皆様のご協力に感謝しますとともに、下半
期もご理解、ご協力をよろしくお願いします。
プログラム委員会
委員長 山田 賢司
今年度もコロナ禍により、例会の実施に影響が出ました。
７月７日の第１例会が、ホテル関係者にコロナ感染者
が出たとのことで急遽例会が中止になり、第２週以降で
調整することとなりました。よって、納涼夜間例会は昼
の例会に変更になっています。
９月はコロナウイルス感染予防対策のため、第２週・
第３週・第４週の３回が例会中止となりました。中止に
なった例会を担当されていた委員長と新会員の皆様に
対し、大変心苦しく感じています。
結局、上期例会予定21回に対して17回の実施となりま
したが、現在はコロナウイルス感染者数が減少している
ことから、今後の例会は予定通り実施できる見込みです。
担当された委員長の皆様、大変ありがとうございました。
会員増強・職業分類委員会
委員長 中村 和弘
７月17日に会員増強セミナーが札幌グランドホテル
にて開催されました。当日は、委員長の私が出席できず
永森会長に出席頂きました。
また、担当例会は８月11日に一般社団法人砂川青年会
議所 監事 齊藤邦宏様と組織改革・拡大委員会 委員
長大橋孝弘様をお招きし、
「砂川 J Ｃ会員拡大について」
と題し、卓話をして頂きました。
会員増強については、数名の会員候補者に声掛けをさ
せて頂きましたが、入会には至っていないところです、
下期も会員候補者に声掛けして参ります。
下期も皆様方からの候補者の情報とご協力を頂きな
がら進めてまいりますので宜しくお願い申し上げます。
ロータリー情報・会員選考委員会 委員長 染谷
昇
上期につきましては、会員増強委員会より新会員候補
者の推薦がなかったため、審査・選考は実施いたしませ
んでした。
前年度入会されました小野会員、田中会員お二人のオ
リエンテーションを松原前委員長より引き継ぎました
が、現在のところ実施できておりません。今後お二人と
相談し、進めていきたいと思います。
８月18日の担当例会にて、馬の世界と題して卓話をさ
せていただきました。 以上で上期の活動報告といた
します、ありがとうございました。
広報・会報委員会
委員長 山﨑 義彦
上半期の会報発行は21回を予定しておりましたが、7
月初めと９月にコロナ感染症により４回の例会が休会

になりました。
来週の例会を含み上半期の発行は17回になります。
毎回卓話をして頂いた、委員長・ゲストからは原稿を頂
き作成しやすかったです。
後期につきましても例会の担当委員会原稿の提出を
お願いしたいと思います。
又、９月の担当例会は小・中学校の統合についてゲス
ト卓話を予定していましたが、休会となり出来ませんで
した。改めてお願いしたいと考えております。
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第2470回例会
※在 籍 数 39名 ※出席規定免除 ３名
※本日出席基数 38名 ※本日欠席者数 ５名
※本 日 出 席 率 86.84％
※本 日 欠 席 者
岩渕健悦会員、小野志伸会員
近藤俊継会員、佐藤文優会員、高橋俊美会員
※メークアップ
高坂 誠会員、田中敏文会員
前々回の欠席者６名の内２名の方がメークアップさ
れましたので、前々回の出席率84.21％を89.47％に修正
致します。

ニコニコボックス
※クラブフォーラムを終えて、委員長の皆様ご苦労様で
した。
○沢田広志会員
※沢田副会長、クラブフォーラムの進行ありがとうござ
いました。
永森直弘会長
※１年間いろいろお世話になりました。来年もよろし
くお願いします。よいお年を迎え下さい。
◎水島孝嗣会員
※プログラム委員会の活動報告させて頂いて。
山田賢司会員
※ＳＡＡ半期報告を終えて。
石家裕二会員
※委員会報告をさせていただきまして。 染谷 昇会員
※国際奉仕委員会の活動報告させていただいて。
藤田秀邦会員
※夫人誕生、創業記念を頂きありがとうございました。
○俵谷 薫会員
※上半期の報告をさせていただいて。
信太英樹会員
※会員増強職業分類委員会の上期の報告を終えて。
中村和弘会員
※広報･会報委員会の上期報告を終えて｡ 山﨑義彦会員
※青少年奉仕委員会上半期活動報告をさせて頂いて（先
週忘れてました。
）
山内勝人会員
※出席委員会半期報告を終えまして。
瓜 俊雄会員
本日のニコニコＢОＸ 40,000円 累計額

600,000円

☆は超高額、◎は高額、○は多額

※米山記念奨学会：目標 480,000円
本日
円
累計
429,000円
※ロータリー財団：目標 6,000＄
本日
＄
累計
5,150＄
本号担当：染 谷

昇

次号担当：染 谷

昇

事務局：砂川パークホテル内（℡0125−52−3989）
会 長 永 森 直 弘
幹 事 山 田
大
欠席届は前日昼迄に石家裕二ＳＡＡまで（℡52−3191･FAX54−0191）

