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■ 本日は ６月１５ 日㈬ 第 ２４８６ 回 例 会 ■
三役退任 夜間例会

■

会長担当

砂川パークホテル 6時30分～

次

週

本日はいらっしゃいません。
本日はいらっしゃいません。
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幹事 山田

大

①第2510地区ガバナー事務所より2023年メルボルン
国際大会のご案内資料が届いております。
①深川RCより6月の例会案内と5月分の会報が恵送
されております。
②留萌RCより4月と5月分の会報が恵送されており
ます。
③滝川RCより6月の例会案内が届いております。
本日例会終了後に理事役員会を行いますので、よ
ろしくお願いいたします。
委 員 会 報 告

本日はございません。

会

クラブフォーラム

各委員会下期活動報告

定

■

6月22日㈬ 指定休会
6月29日㈬ 指定休会

第２４８５回例会記録 ２０２２年( 令和４年) ６月８日 ㈬ 晴れ 「四つのテスト」 唱和

例

予

7月６日㈬ 就任挨拶
造田会長担当
第2487回
定時総会 クラブフォーラム

※ＲＣレート ６月１日より １＄ １２７円

・ゲスト紹介
・ビジター紹介

の

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
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
する予定でしたが、コロナ禍、私の力不足のため
適任者の招聘が適わず…11月24日、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」
４月20日の卓話についても、適任者を検討する
余裕もなく、再度、下記の卓話を自ら行いました。
「春分秋分の日が彼岸なのはなぜ？宗教的見地を
無視して検証してみました」
また、ポリオ撲滅活動の寄付金をゴルフコンペ
にて募る予定でしたが、私自身、ゴルフコンペに
参加できず、協力要請を断念致しました。
砂川ロータリークラブのゴルフのレベルが向上
して来ましたので、私自身も負けずに取り組み、
来年からはなるべく参加し、ポリオ基金に協力し
たいと思います。
結局、国際奉仕の理念に沿った実施計画はほと
んど行っておらず、埒も無い卓話でお茶を濁した

「奉仕の理想」 音楽のみ

だけで、人脈、人望の無さを痛感させられた一年
となりました。
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経費節減に努めまし
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５月末77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、１月、４
月の４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。
会員皆様のご協力に感謝申し上げます。
出席委員会
委員長 瓜
俊雄
年度当初の活動計画に沿って活動してまいりまし
たが、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、２月に３回、３月に３回の計
10回の例会が臨時休会となり年間32回の例会となり
ます。
また、お仕事柄感染予防の為例会に出席できない方
もあり、100％例会は有りませんでした。
６月１日の第2484回例会を終えて
◎例会30回の出席基数 1137名
延べ欠席者 193名 平均出席率 82.94％
メーキャップ 47名
メーキャップ後平均出席率 87.09％
各月の詳しい出席率は来月の活動報告書をご覧く
ださい。
◎出席表彰では
完全100％出席者 11名
メーキャップ後皆出席者 15名
周年皆出席表彰
10年 大橋俊彦
15年 永森直弘
20年 信太英樹 堀江和美
30年 佐藤正一郎
（敬称略）
◎２月９日の担当例会はコロナウイルス感染拡大に
より臨時休会となりました。
以上が出席委員会の活動報告になります。
１年間協力頂きましてたいへん有難うございました。

親睦活動委員会
委員長 信太 英樹
永森会長がエレクトであった時に７月からはコロ
ナ感染も下火になり、通常の親睦活動が出来るもの、
と思い一年間の事業を計画しました。しかしながら
計画通りの活動が行えず、残念に思っています。
1 親睦活動委員会担当例会について
令和3年12月15日㈬ 午後6時30分 コロナ感染
が少し落ち着いた間隙を突き、
「夫婦忘年会」を行
いました。 参加者 ご夫人 18名 会員 29名
令和４年５月11日㈬ 午後６時30分 依然とし
てコロナは収まらないものの夜間例会の実施無し
を避けようと実施しました。 参加者 会員24名
令和４年6月15日㈬ 午後6時30分 永森会長の
帰港を会員の皆様で盛り上げていきたいと思います。
2 三クラブ事業について
（ゴルフ）
令和４年６月５日（日）ゴルフ５美唄コース
ライオンズクラブの主催で６名の参加で行われ
ましたが、団体戦は惜しくも準優勝でした
（麻雀）
一昨年、昨年に引き続き今年度も中止となりまし
た。来年度もロータリークラブが担当となります
3 趣味の会について
（永森会長杯ゴルフコンペ ２回）
令和3年7月17日㈯ 新奈井江カントリークラブ
参加者 12名
優勝者 阿部 憲道会員
令和4年5月22日㈰ 新奈井江カントリークラブ
参加者 11名
優勝者 阿部 憲道会員
4 ニコニコＢＯＸの実施について
今年度も目標額を1,500,000円とさせていただ
き、会員の皆様には多大なご協力を賜りました。
コロナによる数回の例会中止が響きましたが、も
しかしたら目標達成するかもしれません。
5 ゲスト＆ビジターの紹介について
32回例会中、ゲスト紹介回数は７回、ビジター
はゼロです
ロータリー活動の源である「親睦」を一年通して
間断なく行っていこうと気合を入れて臨みました。
所期の目標は達成することは出来ませんでしたが、
会員皆様のご協力により一年間、活動をすることが
出来たことにあらためて感謝申し上げます。
どうも有難うございました。
プログラム委員会
委員長 山田 賢司
今年度も新型コロナウィルスの影響により、上期
４回、下期６回の貴重な例会が中止となりましたこ
とは誠に残念でなりません。
担当していた例会が中止になった委員会は、会計、
出席、広報・会報の３委員会と新会員担当例会です。
次年度のプログラムには最優先に組んでいただきた
いと存じます。
また、例会中止に関連してゲストの数も少なく、ガバ
ナー公式訪問を含めると７回の例会に留まりました。
プログラム委員会の担当例会には、元会員であり
ます北海道三井化学株式会社取締役工場長山根正久
様に「三井化学のご紹介」というお話をしていただ
きました。山根様にゲストをお願いした時は、二つ
返事で承諾してくれました。まだ砂川ロータリーク
ラブに未練があることは明白でありました。
一年を通して、各例会の担当者にやり易さを感じ
ていただけるように気配りをするつもりでしたが、
例会直前になってから気が付くことも多く、満足の

行く準備を提供出来なかったことは深く反省してい
ます。例会を担当された会員の皆様、誠にありがと
うございました。
※紙面の都合により会員増強、ロータリー情報、広
報、ガバナー退任挨拶は次号に掲載します。
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委員長
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37名 ※出席規定免除 ２名
37名 ※本日欠席者数 ４名
89.19％
近藤俊継会員、佐藤文優会員
小野志伸会員、鉾井直作会員
※メークアップ
本日はいらっしゃいませんので
前々回の 出席率 94.44％に変更はありません。
ニコニコボックス
※３クラブコンペに参加して下さった皆さん、大変
お疲れ様でした。沢田副会長、クラブフォーラム
②の進行役ありがとうございました。
○永森直弘会長
※永森会長、山田幹事外理事役員の皆様、ご苦労さ
んでした。
◎水島孝嗣会員
※委員会報告をさせて頂いて。
信太英樹会員
※プログラム委員会の報告をさせて頂いて。
山田賢司会員
※３クラブゴルフ大会に参加された皆様、おつかれ
様でした。次年度のＲＣコンペも宜しくお願いし
ます。
高坂 誠会員
※活動報告を終えて。
中村和弘会員
※クラブフォーラムでの委員長の皆様、活動報告を
して頂きありがとうございました。
○沢田広志会員
※３クラブ合同コンペ参加しました。結果はスミマ
センでした。
阿部憲道会員
※３クラブコンペの懇親会にて銀座園にご来店頂き
ありがとうございました。
香山素子会員
※ガバナー補佐の活動に応援を頂戴してありがとう
ございました。
☆堀江和美会員
※広報・会報委員会の報告を終えて。山崎義彦会員
※出席委員会の活動報告を終えまして。３クラブゴ
ルフに参加しまして。
○瓜 俊雄会員
※国際奉仕委員会の活動報告をさせて頂いて。先週
は急用が入り、ロータリーの例会失念しました。
惚けが入ったようです。
○藤田秀邦会員
本日のニコニコＢОＸ144,000円 累計額 1,420,000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
0円
累計
453,000円
※ロータリー財団：目標 6,000＄
本日
0＄
累計
5,500＄
本号担当：西 川 公 平

次号担当：西 川 公 平

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）

