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■ 点  鐘        濱田 聖子 会長 

■ ロータリーソング  「奉仕の理想」   

■ 唱和 「4つのテスト」     

 

 ソングリーダー   貝嶋 政治  君 

■会長挨拶       濱田 聖子 会長 

 

皆様こんばんは！12 月師走にはいり

ました。ロータリー月間 12 月は疾病

予防と治療の月です。今年の 8月にＲ

Ｉ会長がザンビア(アフリカ南部)を

訪れてロータリアンにマラリアの状

態を尋ねられました。世界 3大感染病

はマラリア、結核・エイズです。マラ

リアはマラリア原虫を持った蚊(はま

だらか夕方～朝方に活動する）です。

刺されると感染します。世界の熱帯、

亜熱帯地域で流行している国に入っ

て 7日目に発熱、頭痛、貧血症状 が

現れるとマラリアの疑いがあります。 

2018 年の報告によりますと 1 年間に

約 2億 2000万人の感染との推計です。 

日本では 1935 年ごろには年間数万人

の患者が発生しました。蚊の没滅の結

果、現在では海外で感染する人が年間

100人～150人と報告されています。 

予防薬は有ります。発展途上国、熱帯、

亜熱帯地方に旅行する時は予防(専門

医に相談して)を検討してください。

日本はマラリアに罹患する数が少な

い為に医師の認識も低く、風邪と誤診

され治療が遅れて死亡することもあ

ると報告されています。 

2019 年 2 月ロータリー会員が中心に

成り初の大規模プログラム補助金を

２０２２－２０２３年度 第２１回（通算第１１６６回） 

プログラム『5年未満アピール例会』【担当】プログラム委員会 

■日時：令和４年１２月６日（火）１８時 30分～ ■例会場：ANA クラウンプラザホテル釧路 

【会長】濱田 聖子 【副会長】春日 賢二 【幹事】千葉 潔 【副幹事】遠藤 若枝 
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マラリア根絶の取り組みに授与する

ことにし 2020 年 3 月にザンビアにプ

ログラムとして 200万ドルが授与され

たと発表されました。ＲＩ会長は今年

の 8月にザンビアを訪れ、ロータリー

初の大規模プログラム補助金事業「マ

ラリアのない、ザンビアの為のパート

ナー」の活動を紹介しました。その結

果、補助金の申し出が 70 か国以上か

らありザンビアが選出されました。ロ

ータリアンが築いてきたザンビアと

のパートナーシップと協力関係が選

出の理由の一つと言われています。

2019 年にはグローバル補助金が導入

されロータリープロジェクトの幅と

規模が広がりました。さらに規模を拡

大、展開していく事が可能な重点分野

のプロジェクトを支える新しい補助

金を設ける為に大規模プロジェクト

補助金ができました。開発コンサルタ

ントのクーリ(スワンダ)はロータリ

ーの会員は世の中の為に良いことを

しようとしていますと…ロータリー

会員を讃えていました。 

令和 3年 米山記念奨学会 運営委員

会の讃岐様のご紹介で米山奨学生 

キルア・アルドリン・ドナシアナ君 

が今年の 9 月 23 日マラリアに感染し

1 週間後にソロモン諸島で亡くなりま

した。あの元気な姿のキルア君がと…

マラリアは怖い病気です。1 度報告さ

せて頂きましたが改めて、ご冥福をお

祈りいたします。以上で報告を終わり

ます。 

後藤委員長よろしくお願いいたしま

す。 

■ 幹事報告  千葉 潔  幹事 

 

 

 

① 12 月のロータリーレートは 1

＄＝138 円となっております。 

② 第 7 分区各クラブ様より例会プ

ログラムが届いております。 

パーソナルボックスに 1 部ご用意さ

せて頂きました。 

宜しくお願い致します。 

③ 12 月 18 日(日) 13:00 より釧路

ベイロータリークラブ杯将棋大会を 

緑ヶ岡 北稜集会所 にて行います。 

今週ご案内文をお送り致します。 

たくさんのご参加をお待ちしており

ます。 

④ 国際ロータリー事務局より疾病予

防と治療月間リリースのご案内が届

いております。 

パーソナルボックスに 1 部ご用意さ

せて頂きましたのでご確認下さい。 

⑤ 本日例会終了後に花の間におきま

して、理事・役員会を行います。 

理事、役員の皆さま、宜しくお願い致

します 
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■委員会報告 

 
■各種記念日の紹介 

該当者は有りません 

 

★本日のニコニコ献金 29,000 円 

累計 655,000 円 

小銭献金   累計  3,057 円 

    

【後藤委員長宜しくお願いします】 

濱田聖子さん、千葉潔君、池田圭樹君、

大越拓也君、横山豊君、遠藤若枝さん、

葭本正美君、貝嶋政治君、森圭一郎君、

漆崎隆君、伊藤広樹君、澤田雅仁君 

【今日は卓話頑張ります】 

倉茂義衛君、平野知子さん 

【倉茂さん宜しくお願いします】 

春日賢二君 

【本日宜しくお願いします】 

後藤義信君 

 

みなさん、こんばんは。本日は、出席

プログラム委員会担当によります、５

年未満アピール例会です。 

５年未満の会員の方は、入会日の若い

順に倉茂義衛君、平野知子君、遠藤若

枝君、大越拓也君、横山豊君の５人が

います。 

そして先月、１1月 15日の会員卓話例

会で、まず遠藤若枝君と大越拓也君に

卓話をしていただきました。 

大変素晴らしい卓話でした。 

本日は倉茂義衛君、平野知子君、横山

豊君の順番に卓話をしていただきま

す。 

それでは倉茂義衛君から順に、卓話を

お願いします。 

本日のプログラム 

5年未満アピール例会 

 

担当  プログラム委員会 
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倉茂 義衛 君 

 

私がこのベイロータリーに入った経

緯についてお話しします。この話は以

前にも聞いている方も居るかとは存

じますが、敢えてお話をさせて頂きま

す。あれは今年の 4 月頃の事でした。

西庶路の建築現場（みま薬局様新築現

場）にて、現場の打ち合わせ等で何度

か話をしている内に、春日さん、池田

さん、美馬さんの 3人からベイロータ

リーへの入会を勧められ、正直なとこ

ろ困っていました。即答はしませんで

したが、皆さんは一生懸命に勧めてく

れました。後日、春日さんに、1 年間

だけでしたら入りますと返事をした

のを覚えてます。実際に入ってみると、

1 年間で辞めるのは中々困難だなと思

ってます。ただ、毎週集まりは有るけ

れど、仕事をしているので出席は来れ

る時で構わないとの事でしたが、毎回

の出席率などの発表を聞いていると

何だか出席出来ないのが申し訳ない

気持ちになります。 

これは、少しずつベイロータリーへ溶

け込んで行ってる証かなとも思いま

す。ベイロータリーに入会して５か月

になりました。ロータリーの自分で思

っていたイメージですが格式が高く、

会社の重役さん・お医者さん・神主さ

ん・議員さん等、凄く偉い人ばかりで

話しかけるのも躊躇してしまうよう

な人達の集まり。実際には同業種の方

が結構いましたが、普通に話かけて頂

き全くイメージとは違い優しい方ば

かりでした。ごめんなさい。 

入会当初は始まる前に歌を歌い、鐘が

鳴り…少しびっくりでした。 

そして、例会の時に会の方にこの会に

来ていて楽しいですか？ 

と聞くと、ほとんどの方は楽しくて次

回例会が楽しみと言っていました。 

私自身、正直まだまだそこには達して

おりませんが少しでも出席回数を増

やし友好を深めて出席率にも貢献し

たいと思いました。 

私は文章を作る事や、人前で話をする

事が大の苦手です。 

こうしてこの文章を作る事態もかな

りきつい重労働とまでは行きません

がプレッシャーではありますが、ベイ

ロータリーの入会を機に少しずつで

も文章作りや会話に慣れて行ければ

良いかなと思っております。 

また、様々な行事にも積極的に参加を

してベイロータリーの皆様や他ロー

タリーの皆様とも少しずつでも交流

を深めて行きたいと思う次第です。 

一人の卓話が 10 分となってはおりま

すが大変短くて申し訳ないのですが 

これで終わらせて頂きたいと思いま

す。 

ご清聴ありがとうございました。 
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   平野 知子 君 

 
本日のテーマが 5年未満のアピール例

会ということで、入会の経緯について

は一度お話させていただいているの

で、今日は 10 月に旭川で行われた

2500 地区大会の時に会員研修セミナ

ーに参加した時のことをお話させて

いただきます。この研修セミナーは

『入会 3年未満と女性会員』が対象で

大越さんと参加しました。 

テーマは『会員増強と退会防止の傾向

と対策』で基調講演とパネルディスカ

ッションの二部構成でした。 

基調講演ではパート１とパート 2があ

り、パート 1は小船井パストガバナー

による【RIの変化と２５００地区の未

来】でした。 

会員数の上位国のアメリカは 11 万人

減少し、インドが急激に伸びて 2位に

なり日本は 3位になったそうです。 

主要国の女性会員比率はアメリカで

は３４％、インドでは１４％、日本 7％

とのことでした。 

職業分類の制限を廃止し、RIの細則に

多様性を推進するような均衡のとれ

た会員構成が追加された事や地区別

ロータリアン密度では大都市圏では

ロータリアン密度が低いこと、札幌圏

のロータリアン人口が少ないという

事で、2500地区の主要都市の密度の比

較では札幌が 3.59 に対し旭川 8.64、

釧路では 15.48、帯広 21.23 であるこ

とがわかりました。 

パート 2は小谷ガバナーノミニーによ

る【ＤＥＩ推進について】でした。 

ＤＥＩ（多様性・公平さ・インクルー

ジョン）とはいうものの、その意味を

しっかり理解できていなかったので

すが、ロータリーにおけるＤＥＩとは

ロータリーは多様性を重んじ、年齢・

性別・学歴・社会的地位にかかわらず

寛容な組織となるべきである。 

多様性のあるメンバーひとりひとり

に対し公平に接し、相手の境遇や考え

方に関心を寄せ配慮（インクルージョ

ン）ある対応をしようということで会

員増強・退会防止につながるというこ

とがわかりました。 

第 2部ではパネルディスカッションが

ありました。『2500地区の現在・過去・

未来を語る』 

というテーマで女性会員にスポット

をあてており、久木ガバナーがコーデ

ィネーターとなり、5 名のパネリスト

がいました。パネリストには地区役員

や会長エレクトやガバナー補佐のベ

テランの女性会員と、入会して間もな

い新入会員として私もパネリストと

して参加させていただきました。 

久木ガバナーからは RI の理事会で目

標をたてており、2023年までに女性会

員の比率を３０％にしようというこ

とで、現在は２５％で 2500 地区では

５％にとどまっており、2500地区の女

性会員を１０％にするためには、あと
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100 人の入会が必要だというお話をし

ていました。 

ディスカッションの内容は入会して

気づいたこと、今後のロータリーに期

待すること、退会防止についてでした。

入会して気づいたことでは、 

●ロータリーに勧誘されたときに、苦

手な人がいるのでお断りをしたら、勧

誘した人から「嫌いな人はずっと嫌い

だと思う。会に入ってみて付き合って

みて違う面を見るとそれは自分が思

っていたのと違うことがあるはずだ」

ということを言われたそうで、実際ロ

ータリーに入ってみたら面白かった

という話をされていて、そういう考え

方もあるのだなと思いました。 

●女性から見て女性が活躍している

のを見ると素敵だな！かっこいい

な！と思える。 

だからこそ女性メンバーも大切だな

という事をお話しされている方もい

ました。 

今後のロータリーに期待することで

は、 

●女性会員や若い会員が増えること

で色々な職種の方がいるので多方面

から話を聞くことができるので、先輩

から色々な話を聞いて視野を広げて

いけるのではないか、それが活性化に

もつながるのではないかとお話をさ

せてもらいました。 

●今後女性会員で女子会のような事

が何か出来たら良いですね！ 

という話もでていて、ぜひやりましょ

うと話をされていました。 

 

退会防止では 

●コミュニケーションを取る、声を掛

け合う 

●ＺＯＯＭなども活用していく検討

も必要かもしれない 

●クラブが活性化して楽しくコミュ

ニケーションをとる、そうすることで

退会防止につながっていくのではな

いかというお話をしていました。 

最後に久木ガバナーがロータリーは

一人一人がリーダーシップを発揮し

て夢を実現できる場所であり、ロータ

リークラブは人と人の繋がりで広が

った世界で初めての奉仕団体なので

是非活動を活性化して仲間を増やし

ていってほしいという言葉で締めく

くられました。この研修にパネリスト

としてベテランの方々と一緒に壇上

に上がらせていただき、いろいろな考

えや経験談を聞くことができて、更に

ロータリーの歴史や問題点などを知

ることができました。とても貴重な経

験をさせていただきました。 

入会して 1 年 4 か月がたちましたが、

例会や家庭集会等に参加して少しず

つロータリーについてもわかるよう

になってきました。 

親睦委員として大越委員長のもとで

色々な準備をしたり、各種記念日のご

紹介やニコニコ献金の報告もできる

ようになってきましたが、お名前をい

うのを忘れてしまったりしてしまう

こともありました。（伊藤さん申し訳

ありませんでした。）まだまだ初心者

マークは外れていないので、今後とも

ご指導よろしくお願いいたします。 
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  横山 豊君 

 
先ほど後藤委員長が日本、クロアチア

戦の途中で眠ってしまったというお

話をされていましたが、僕は真面目な

ので最後まで起きていました。 

今日の試合でびっくりしたのは、試合

が終了し日本のサポーターが激励の

拍手をしている中でサポーターの一

人が大谷翔平と書かれた野球のユニ

フォームを着ていたことです。 

カタールのワールドカップ会場で… 

着ていた人もすごいと思いましたが 

それを映したカメラマンもなかなか

だなと感じました。 

さて本題のロータリーについてです

が最初は親睦活動委員会に配属され

ましたが、とにかく忙しく行事が終わ

ったと思ったら次の行事が待ってい

るという状態でした。行事の打ち合わ

せの度、毎回弁当を用意してくださっ

た鈴木委員長には大変お世話になり

ました。行事には様々な物品が必要に

なりますが、札幌からいつも必要なも

のを持ってきてくださる平野さんは、

いい人だなといつも思っていました。 

今でも思っています。 

渡辺さんも真剣にいつも取り組んで

いました。渡辺さんにレクレーション

で僕が切ったメロンを褒められたと

きは、生まれて初めてメロンの切り方

を褒められたのでとても嬉しかった

記憶があります。 

クリスマスも音響、ゲーム等もとても

素晴らしく、楽しかったですが僕が食

事で特に感動したのは遠藤商店のマ

グロとサーモンの刺身の美味しさで

した。遠藤さんまたよろしくお願いし

ます。寄港式は池田さんが作成したビ

デオが素晴らしかったです。 

貝嶋先生が時々ビデオを観ていると

言われたのも、うなずける出来だった

と思います。 

出港式も様々な工夫をされていて楽

しかったです。ただ中村さんと千葉さ

んの白鳥の湖の踊りが時々瞼に浮か

んで夜眠られなくなってしまうこと

があります。 

現在は会報・雑誌・IT 委員会の活動を

行っていますが、会報に関しましては 

写真を多くして読みやすい構成にす

ると共に会員からの寄稿も募り楽し

い会報にしようと委員会の打ち合わ

せで決まりましたので、そのような紙

面作りを心掛けています。ロータリー

の友への寄稿も考えておりますので

記事、写真等のご協力をお願い致しま

す。 

会員の皆様からの寄稿文に関しまし

ては評判も良く楽しい会報になって

おりますが、現在は寄稿文の在庫がな

くなっております。会報に載っている

僕のメールアドレスに寄稿して頂け

れば大変ありがたいです。どうぞ宜し

くお願い致します。ご清聴ありがとう

ございました。 
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≪例会風景≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【後藤委員長出席報告】 

 

在 籍 会 員 数 ２１名 賜 暇 / 免 除 欠席 / メイクアップ 出 席 率 

今 週 の 出 席 率 
出席 

１７名 
名 /２名 ２名 / 名 ８９％ 

 日 修正出席率   名 名 / 名 名 / 名 ％ 

 

委員長   横山   豊：yokoyama_jiritsu@email.plala.or.jp            クラブ事務所 

      副委員長    伊藤 広樹 ：landito@peace.ocn.ne.jp       釧路市幸町14丁目1-1ノースコートサンスイ２F   

委     員    森 圭一郎：fujitokenkogyo@purple.plala.or.jp   TEL：（0154）23-6175  FAX：(0154)23-6213 

       委    員    後藤 義信：yoshinob510@outlook.com         URL://www.rc-kushiro.jp/bay/ 


