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■ 点  鐘        濱田 聖子 会長 

■ 国家斉唱       「 君が代 」 

■ ロータリーソング   「奉仕の理想」 

 

ソングリーダー   貝嶋 政治  君 

■ 唱  和        「四つのテスト」 

■ お客様と来訪ロータリアンの紹介 

濱田会長から来訪ロータリアンの紹介 

がありました。 

RI第 2500地区 第 7分区ガバナー補佐 美馬 俊哉君 

釧路 RC会長 滝越 康雄君   幹事 中島 徳政君 

釧路北 RC会長 中島谷 友一朗君 幹事 多田 洋平君  

白糠 RC会長 山田 圭祐君   幹事 森 武人君  

釧路西 RC会長 大場 恵治君  幹事 菊地 康平君 

釧路東 RC会長 益子 良弘君   幹事 奈良 享君 

音別 RC会長 荻原 秀一君   幹事 川口 恭弘君 

釧路南 RC会長 菊地 祐司君   幹事 佐藤 潤君 

釧路北ローターアクトクラブ 

    会長 加納 萌子さん  幹事 小島 大輝君 

 

２０２２－２０２３年度 第１回（通算第１１４６回） 

プログラム『表敬訪問例会』【担当】三役 

■日時：令和４年７月５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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■ 会長挨拶        濱田聖子 会長 

 

皆様こんばんは！ 今年度、第 26代目の会

長をおうせつかいました、濱田聖子です。昨

年ベイロータリーから漆崎ガバナーが誕生

して無事終えることが出来ました事、皆様

に感謝いたします。又第 2500地区第 7分区

ガバナー補佐、美馬俊哉（としや）様をお迎

えし、各クラブ、会長、幹事様を迎えて、第

1回例会を開く事ができます事、心より感謝

いたします。ジェニファー・Eジョーンズ(女

性)RI 会長２０２２～２０２３年度のテー

マ「イマジンロータリー」大きな夢をかなえ

たロータリーの力とつながりをいかすよう

を発表されました。久木 佐知子(女性) 

第 2500地区ガバナーは「ともに紡ごう！ロ

ータリーの未来へ」を掲げられました。コロ

ナ禍も３年目に成り又 世界の中で争い事

と春が来ない日々に私たちは長いトンネル

の中で何とかして明るい出口をと…右往左

往している今日です。平凡な中に未来を、夢

見る日常の世を取り戻し、今迄のようにロ

ータリアンが、個性の豊かさ、をいかした活

動が、出来る日を願うばかりです。RI会長、

第 2500地区ガバナー、そしてベイロータリ

ークラブ会長、偶然でしょうか、女性がつな

がりました。今の世に女性のやさしさを、そ

して人としての思いやり、謙虚さ、感謝の心

を求められている 2022―2023 年度と思わ

れてなりません。【周りの人たちがうらやむ

ような笑顔一杯の世界に！日本に！ロータ

リーに！】楽しい集まりには、喜びが生まれ

ます、明るさが輝きになります、気持ちに、

元気が生まれます、奉仕の力に、力が入りま

す、ロータリーの会員の輪が大きく広まり

ます、すると会員増強につなげていけます。

女性らしい明るいクラブをみんなと一緒に

歩みたい、と望みます。さぁ～明日を信じて

みんなが楽しいロータリーをつくりましょ

う。第 1 回目の挨拶といたします。よろし

くお願いいたします。 
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■ 幹事報告        千葉 潔  幹事 

 

今年度幹事を務めます、千葉 潔です。 

不慣れな幹事ではございますが 1年間クラ

ブのために一生懸命務めさせていただきま

す。宜しくお願い致します。①７月のロー

タリーレートは 136円です。②RIより

2022年規定審議会クラブと地区に関連す

る重要な変更のお知らせと、会員証、会員

名簿をパーソナルボックスに入れておりま

す。お帰りの際は忘れずにお持ち帰りくだ

さい。③本日入会予定しておりました倉茂 

義衛さんですが、ご本人の病気が発覚致し

まして只今検査待ちとなっておりますの

で、入会日が少し遅れる予定であります。

ご本人は入会を希望してらっしゃいますの

で改めて入会日のご報告をさせていただき

ます。④第 2例会「クラブ協議会、ガバナ

ー公式訪問」は 17時 30分より行いますの

でお時間を間違えないようお願いいたしま

す。100%出席にしたいと思っておりますの

で会員の皆様よろしくお願いします。 

⑤本日の例会終了後、華の間において理

事・役員会を執り行います。理事・役員の

皆様よろしくお願いします。  幹事報告は

以上です。 

■ 乾杯  

 

乾杯の発声を漆崎パストガバナー

が行いました 

 

■ 各種記念日の紹介（親睦活動委員会） 

【入会記念日】 

春日 賢二 君 平成 9年 7月 8日 

（25 年目） 

 
副会長 1年間お世話になります 
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【誕生祝】 

池田 圭樹君 昭和 50年 7月 5日（47歳） 

 

昨年度は大活躍でした 

【結婚祝い】  

植原 元春君 平成 4年 7月 5日（30年目） 

 

 

☆本日のニコニコ献金合計 ￥２８，０００ 

  本日の小銭献金合計  ￥０  

【一年間よろしくお願いします】 

濱田聖子さん、千葉潔君、遠藤若枝さん 

【表敬訪問を祝して】 

春日 賢二君、池田 圭樹君、森 圭一郎君 

平野 知子さん、後藤 義信君、葭本 正美君 

澤田 雅仁君、中村 昭彦君、貝嶋 政治君 

漆崎 隆君、伊藤 広樹君 

 

新親睦活動委員長の気合いが伝わります 

 

    女性のやさしさをロータリーに 

 

 

    白熱の議論が展開されています？ 

 

 

ガバナー補佐、会長よろしくお願いします 
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表敬訪問挨拶 

 RI第２５００地区 

第 7分区ガバナー補佐 美馬 俊哉 君 

今年度、第 7分区ガバナー補佐を務めます 

白糠 RC美馬 俊哉です。1年間宜しくお願

いします。コロナ禍でも、こうやって表敬

訪問ができたことをとても嬉しく思いま

す。これも、各クラブが寛容の精神で受け

入れをして頂いた事に心より感謝申し上げ

ます。さて本来なら RI 会長、並びに第

2500地区ガバナー方針をお話しすべきだ

と思いますが第 7分区は、次週ガバナー公

式訪問になっておりますのでガバナーより

直接聞いた方が良いと思いますので、私の

方からは 2022ー23年度  ジェニファー・

ジョーンズ会長のテーマが「イマジンロー

タリー」そして、初の女性会長である事

と、第 2500地区 久木  佐知子ガバナー

も、第 2500地区初の女性ガバナーであり

更にロータリーアクトも RIに加盟すると

いう特別な年度になっている事を先に、ご

報告させていただきます。ロータリーも絶

えず変化し続けています。Zoomなどオン

ライン会合につきましても、その一つだと

思いますが、私が所属している薬業界の会

で「会は会うなり」という言葉がありま

す。会 とは会うことです。実際に会って

のやり取り、意見交換は相手の想いや熱

量・パワーが言葉と一緒に伝わってくるの

で、心が動きます。先日第 7 分区会長幹

事会 2回目を開催しましたが、各会長・幹

事さんから前向きな刺激を沢山頂き、やる

気が出てきましたので今年度会長・幹事会

はコロナ感染に気をつけながらも  春に開

催いたします。ロータリーの 100年の歴史

の中で 先人先達が築き上げてくれたこと

変えてはいけないもの不易を 私は大切に

1年間勤めて参りますので宜しくお願いし

御挨拶に代えさせて頂きます。 

 

釧路 RC会長 滝越 康雄 君 

 

釧路 RCクラブ 86代目の会長滝越です。彼

が同行してきました幹事の中島徳政君で

す。RCの家系図の DNA が受け継がれ表敬

訪問で伺っても空気肌触りの心地よさを感

じますというよりは知り合いの方が多いの

で窮屈だし、いまさら挨拶も白々しい人間

関係が濃く窒息しそうであります。 釧路

ベイ RCさんは平成 9年に釧路西 RC をス

ポンサーとして創立されました。釧路 RC

の家系図では釧路クラブのひ孫にあたりま

プログラム『表敬訪問例会』 
担当 三役 
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す。〈子供〉北クラブ、白糠クラブ、釧路

東、釧路南〈孫〉釧路西、音別 

〈ひ孫〉釧路ベイ。このひな壇に立つと亡

くなられた成田パスト会長を思い出しま

す。私自身個人的にお付き合いあったので 

本日ご存命であったらと思います。 成田

パスト会長から RC を外して何残る…本当

に本物のロータリアンでした。大人数の釧

路クラブ対少人数の釧路ベイクラブ、お互

い対極線上にあります。 少人数ながら近

年の 2回のガバナー輩出地区大会開催はそ

の力量に敬服いたします。 本年度 RI 会

長テーマは“イマジン  ロータリー” 

その中で人の繋がりの重要性を語られてお

ります。インクルージングは組織が個々の

人間関係の障壁を取り除き受け入れる意味

があります。 また 2500地区ガバナーのテ

ーマに於いてはともに紡ごうという表現を

されております。１本 1本の糸から繊維に

仕立て上げる字が紡ぐという表現です。織

物を作るがごとく布地を編むように目的を

果たすための組織を作り結果を出そうとの

呼びかけと解釈します。釧路クラブで私は    

身近な奉仕を とタイトルを表現致しまし

た。身近とは〈地元〉を表現する意味であ

ります。まずは RC 活動においても地元を

もう一度見直そうという意味です。外に対

しては〈奉仕〉の枠内で街に何が貢献でき

るか試行錯誤ですが迷いつつも任期内で何

かの結果を出したいと思います。内におい

ては  会員同士のスキンシップ強化、個人

が孤立しないようにする心配り、会員維持

に気配りしたいと思います。増強には王道

はありません、地道に意識して努めて行き

たいと思います。分区内の表敬訪問等、 R 

I第 2500地区内でも独自の行動で団結し

ている第 7分区です。 釧路クラブの立場

から 濱田会長を先頭に活躍される釧路ベ

イ RC 様の益々の隆盛を念じております。

私個人の思いをお伝えして会長挨拶に替え

ます。 

釧路北 RC会長 中島谷 友一朗 君 

 

２０２２～２０２３年度、釧路北ロータリ

ークラブの第 65代会長を務めます中島谷

友一朗と幹事の 多田洋平です。1年間ど

うぞよろしくお願い申し上げます 本年度

のクラブテーマは「品格と友情 ～ロータ

リアンとしての価値の【想像】～」とさせ

ていただきました。昨年度 RI から 認証

を受けた「釧路北地域奉仕ロータリー衛星

クラブ（通称・ノースサテライトクラ

ブ）」は 32名のチャーターメンバーによ

り設立をされて、地域奉仕活動に特化した 

活動を展開しています。会員数合計 110名

のクラブとなりロータリーの歴史・伝統を

全メンバーにも浸透させていく責務がある

年になること、さまざまな奉仕に携わるロ

ータリアンとして「人となり」を大切にし

て襟を正し礼節を保ちながら ロータリー

の価値を更なる高みへと導きたくこのテー

マといたしました。 

なにぶん若輩の会長・幹事ではあります

が、皆様からの今まで以上のご指導ご鞭撻

を賜り、1年間クラブの運営にベストを尽
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くし、そして第 7分区美馬ガバナー補佐を

各クラブの会長・幹事様と  しっかりと連

携をとり、ご支援させていただき、クラブ

としても 7分区としても、そして 2500地

区としても充実した一年となるようロータ

リー活動に精進していく所存でございます

ので何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

白糠 RC会長 山田 圭祐 君 

 

皆さん、こんにちは。今年度、白糠ロータ

リークラブの会長を務めさせて頂きます山

田でございます。そして私の隣におります

のが幹事の森です。どうぞ一年間宜しくお

願いいたします。釧路ベイロータリークラ

ブの皆様には、日頃より白糠クラブに対し

特段のご厚情を賜り、心から感謝申し上げ

ます。この２年間コロナウイルスの感染防

止対策によって、ロータリーの活動が制限

されるなか、ベイクラブさんと毎年行って

きています白糠での合同ワイン例会、ベイ

クラブさんでの合同ひな祭り例会も今まで

通りとはいかないものになっていました

が、今年度はしっかり交流・親睦が深めら

れるようになって欲しいと切に願っており

ます。私が１度目の会長を務めた 2013-14

年度は、ベイクラブさんから葭本ガバナー

が輩出され、ベイクラブ会員皆様一丸とな

って地区事業の遂行に邁進されていたこと

をそばで拝見させていただきました。この

チームワークを白糠クラブは見習わなけれ

ばならないと感じさせられる素晴らしいも

のだったと思い起こされます 。昨年も漆

崎ガバナーのもとコロナ禍の中、リアル開

催された地区大会は盛大に行われ、そして

完璧な対策によって１人の感染者も出さな

かったことはベイクラブ会員皆様の並々な

らぬご尽力のおかげだと思います。漆崎パ

ストガバナー、ベイクラブ会員の皆様、1

年間お疲れ様でした。今年度、白糠クラブ

から美馬ガバナー補佐 が輩出されており

ます。いろいろな分区事業に白糠の 11名

の会員全員で関わり行動しなければなりま

せん。また、分区代理の時代から３０数年

ぶりのガバナー補佐輩出でございますの

で、現在の白糠クラブの会員では分区事業

の運営は、ほぼ初めてでございます、精一

杯努力いたしますが、至らない点等、多々

あると思われます。その際は皆様のご指導

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。また、お手伝いをお願いする場面があ

るかもしれません、その際はご協力のほど

何卒よろしくお願い申し上げます。 

コロナウイルスの感染状況は、だんだん落

ち着いてきてはいますが、クラブの対外的

な活動は感染防止を考えるともう少し制限

していかなければならないと思われます。

そのため、クラブの事業での会員勧誘も難

しい状 況ですが、白糠クラブはあの手こ

の手を考えながら、会員増強・退会防止を

メインに置き、クラブの継続事業を実行し

新規の奉仕活動を生み出し、久木ガバナ

ー・美馬ガバナー補佐のもと、地区事業・

分区事業を協力・実行していくことが私共

の役割であると思っております。最後にな
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りますが、釧路ベイクラブ様の今後のご発

展、会員皆様方のご多幸をご祈念申し上

げ、措辞ではありますが、表敬訪問の挨拶

とさせていただきます。一年間よろしくお

願いいたします。ありがとうございまし

た。 

 

  釧路西 RC会長  大場 恵治 君 

 
皆さん、こんばん。只今、ご紹介いただきま

した、今年度釧路西ロータリークラブの会

長を務めます大場恵治です。隣におります

のが幹事の菊池康平君でございます。今年

度 1 年間どうぞ宜しくお願いいたします。

日頃より釧路ベイロータリークラブ様にお

かれましては、当西クラブに対し特段のご

厚情を賜り心から感謝を申し上げます、 あ

りがとうございます。昨日は当クラブの第 1  

例会がございまして濱田会長、千葉幹事様

におこし頂きさらに励ましのご挨拶をいた

だきまして心からお礼申しあげます。また

地区大会の折にはステージ上に飾られたお

花の架台製作に携わらせて頂き 私の会社

の紹介まで頂きました。重ねてお礼申し上

げます。ありがとうございました。漆崎パス

トガバナーにおかれましては、コロナ禍の

活動ということで大変なご苦労があった事

と思います。地区大会も成功裏に終えるこ

とができ、本当にご苦労様でした 。私は

2008年に会長として釧路ベイクラブ様の第

１例会に出席させて頂きました。その時は

野崎会長、春日幹事様で大変お世話になり

ました。春日パスト会長にはロータリーの

ことお仕事とお世話になりっぱなしです。

ありがとうございます。 私ども西ロータリ

ークラブは今年度会員数 27 名からのスタ

ートとなります。若い会員も多く３０歳代 

～５０歳代が 16名と会員の 60%になります。

会長職もここ数年世代交代が進み楽しく活

動をして参りましたが 、今年度は年齢が後

退しての世代交代になりましたが、会長方

針として「想像しよう！未来のクラブ活動

を」というテーマに致しました。久木ガバナ

ーの地区スローガンにもありますが、ロー

タリーの一番大切な財産は会員です。クラ

ブ発展、充実のため会員増強と維持に努め

たいと思います。又活動として「第 40回釧

路西 RC 会長杯小学生バレーボール記念大

会」の実施そして歴代会長の「物故会員追悼

法要例会」の開催等、楽しく価値あるクラブ

になるよう努めたいと思います。最後にな

りますが濱田会長、千葉幹事様の今後益々

のご活躍と釧路ベイロータリークラブ会員

皆様のご清栄ご健勝をご祈念申し上げ表敬

訪問の挨拶とさせていただきます。1年間宜

しくお願い致します。 

釧路東 RC会長  益子 良弘 君 

 

みなさまこんにちは、只今ご紹介いただき

ました、今年度 東ロータリークラブ会長を
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務めさせて頂く益子です。隣におりますの

が幹事の奈良享君です。一年間どうぞよろ

しくお願いいたします。釧路ベイロータリ

ークラブ様におかれましては、日頃より当

クラブに対しまして特段のご厚情を賜り心

から 感謝とお礼を申し上げます。私は 5年

前に幹事として当クラブの長谷川会長と共

に釧路ベイロータリークラブ様を表敬訪問

させて頂きました。その時はベイロータリ

ークラブ様から輩出されておりました漆崎

ガバナー補佐、そして、渡辺・春日補佐幹事

様、また当時の鈴木会長、森幹事様には大変

お世話になり重ねて感謝とお礼を申し上げ

ます。また 2 年前にも幹事として当クラブ

の板倉会長と共に当時の森会長と小平幹事

様にお世話になりましたことあらためてお

礼申し上げます。さて今年度の RIテーマは

「イマジン・ロータリー」そして 2500地区

の活動方針は「大きな夢を紡ぐために」 ロ

ータリーのつながりをいかし、大きな夢を

ともに抱き、次代へと紡いでいく 1 年と謳

われております。こうした指針に応えるた

め、当クラブはクラブ設立 50年にわたって、

先輩たちが培ってこられた 様々なクラブ

活動について、今後はどうあるべきかを想

像して、5年 10年後も、個性的で魅力ある

クラブ創りを描いてみたいと思っておりま

す。そして釧路東ロータリークラブは今年

も、ポリオ基金への協力や地域活動を継続

するとともに、クラブの活動を通して会員

同士の親睦を一層深め 、活力あるクラブ運

営をしていきたいと思っております。美馬 

ガバナー補佐の方針に基づいて片山・大坪・

本城補佐幹事様とともに補佐を盛り立てて

いく所存ですのでどうぞよろしくお願いい

たします。最後になりますが釧路ベイロー

タリークラブ様のますますのご発展、濱田

会長、千葉幹事様のご活躍 と会員皆様方の

ご健勝を祈念申し上げて、表敬訪問の挨拶 

とさせていただきます。本日は誠にありが

とうございました 。 

 

   音別 RC会長  荻原 秀一 君 

 

皆さん改めましてこんばんは。只今ご紹

介いただきました、音別ロータリークラ

ブ 第 44代会長を務めさせていただきま

す荻原秀一と申します。隣におりますの

が 幹事を務めます川口恭弘君です。1

年間どうぞよろしくお願いいたします。

先ずもって釧路ベイロータリークラブ様

におかれましては 日頃より当クラブに

対しまして格別なご配慮を賜りまして 

誠にありがとうございます。私は、初め

てベイクラブ様を訪問させていただいた

のが 2017年度の幹事の時で当時のベイ

クラブ様は漆崎パストガバナーが 7分区

のガバナー補佐のときでありまして、鈴

木会長、森幹事でありました。その節は

大変 お世話になりました。この場をお

借りいたしまして心より感謝とお礼申し

上げます。さて今年度の音別ロータリー

クラブは 5年ぶりに新入会員が 2名入会

して頂いておりますが、残念ながら 2名
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の退会もありまして合計 1５名からのス

タートとなっております。  会長方針は

「ともにロータリーを 楽しみましょ

う！」とさせていただきました。とても

シンプルなテーマでありますが、当クラ

ブ 重点目標の一つでもある会員の増強

と維持を推進するためにも、先ずは若手

会員とベテラン会員との交流と親睦をよ

り深めることでロータリーを楽しむこと

も大切であると思います。またコロナ禍

で難しい部分もあると思いますが、各活

動を通じて結束力を高めながら、これま

で先輩の皆様が築いてこられた歴史と伝

統を継承しつつ楽しいクラブ運営と奉仕

活動を推進して参りたいと思いますので 

皆様どうぞよろしくお願いいたします。

最後になりますが釧路ベイロータリーク

ラブ様の益々のご繁栄と、濱田会長、千

葉幹事をはじめ会員の皆様のご健勝とご

活躍をご祈念申し上げまして私の表敬訪

問の挨拶とさせて  いただきます。1年

間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 釧路南 RC会長 菊地 祐司 君 

 

皆様、こんにちは。 本年度、釧路南ロー

タリークラブ 41代会長を拝命いたしまし

た菊地祐司と申します。隣におりますのは

幹事の佐藤潤君です。どうぞ１年よろしく

お願いいたします。ベイクラブ様におかれ

ましては、日頃より大変お世話になってお

り、１度メーキャップでお邪魔したことが  

あります。今年度は、リアルで表敬訪問が

でき、嬉しく思っております。また濱田会

長におかれましても表敬の準備などお忙し

い中ありがとうございます。さて本年度の

南クラブのテーマは『希望』とさせていた

だいております。昨年度は残念ながら 2名

の退会者を出してしまい 26名でのスター

トとなりました。2名入会すれば 2名退会

というのがここ 2、3年続いておりまし

た。コロナ禍の影響で表敬訪問、またクラ

ブの運営活動などいろいろなところで簡略

化をしてきたと思います。現在当クラブで

はズーム(Zoom)を併用した例会を行ってお

ります。これは出席率の向上をメインとし

ておりましたが、今ではそれが当たり前に

なってきています。人というのは免疫がつ

き、なんにでも順応することができ、あー

なってほしい、こーなってほしいと希望を

持つことが大事だと考えています。今年度

は、例会の見直しとしまして、南クラブで

はロータリーソングをうたったのち、一人

一人と友好の 握手していましたがコロナ

禍により、現在まで中止して参りました。

私が 会長になったときに一番に考えてい

たのが友好の握手の再開です、計画書の重

点目標にも書かせていただきましたが、ま

ず一人一人とクラブメンバーがコミュニケ

ーションをとることが大事だと感じていま

す。ただ食事をして話を聞くだけではコミ

ュニケーション不足で、今年度からは消毒

をして全会員と握手ではなく、グータッチ

をすることに決定いたしました 。これに
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より例会に出席した 全メンバーと絡むこ

とができ、会員の維持にも繋がるのではな

いかと思っています。クラブのイメージ向

上としてはホームページの会報と別に

Fasebookへの投稿などを若いメンバーを

中心に行なっております。また 昨年度は

40周年記念例会がこじんまりではありま

したが無事開催ができ皆様方からの温かい

お祝いの言葉を頂戴いたしました。この場

をお借りして改めてお礼申し上げます。第

7分区の活動につきましても、各クラブの

会長・幹事の皆様と協力し 美馬ガバナー

補佐を盛り上げ支えていけるよう頑張りた

いと思っております。昨年度は開催できな

かった IMも今年度は無事開催できること

を 願っております。最後になりますがベ

イロータリークラブ様のますますのご発展

と会員皆様のますますのご健勝をご祈念申

し上げまして表敬訪問のごあいさつとさせ

て頂きます。1年間どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 釧路北ロータリークラブアクト 

        会長 加納 萌子 さん 

 

ただいまご紹介いただきました。今年度、第

５２代会長を務めさせていただきます、加

納萌子と申します。そして隣におりますの

が幹事の小島大輝と申します。どうぞよろ

しくお願い致します。 まず初めに、釧路ベ

イロータリークラブの皆様に置かれまして

は、毎年の助成金を頂きまして、会員一同心

より感謝申し上げます。 

そして、ここ 2 年程新型コロナウイルスに

より表敬訪問が中止となっておりましたが

今年度のスタートをこのような表敬訪問と

いう形で歓迎していただき、皆様に直接お

会いしご挨拶できることをとてもうれしく

感じております。 さて、今年度のクラブテ

ーマは『エボリューション』といたしまし

た。昨年度、釧路北ローターアクトクラブは

50周年を迎え節目の年となりました。50年

続いてきた釧路北ローターアクトクラブを

これから先 10 年 50 年 100 年と続けていく

ためには、進化し発展していかなければな

らないと感じています。 

 ここ数年で新型コロナウイルスの感染予

防として ZOOM を活用することが一般化さ

れました。自宅で感染予防対策をしながら

気軽に打ち合わせや例会ができ、とても便

利な反面、実際に会う機会も減ってしまい、

心の距離を縮めることの難しさを実感しま

した。 

 ですが、色々と変化していく世の中（アク

トクラブ）に順応し、進化するクラブを目指

していきたいと思っております。今期は 9

名でのスタートとなりました。昨年度で 2

名卒業、3名退会と大きく会員数が減ってし

まったのが現状です。また、現会員の中には

学生もいるため、年齢は若いですが、学校の

卒業と同時に退会しなければならない会員

もいます。度重なるお願いではございます

が、18 歳から 30 歳までのお知り合いの方

や従業員の方がいらっしゃいましたら、是
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非入会を検討していただき、会長、または幹

事までご一報いただければ幸いです。活動

を通じて、会社とは少し違った目線での成

長をお約束いたします。今後は、次世代を担

うリーダーとなる人材を発掘し、若い会員

の教育をしていくことでクラブの更なる発

展と継続へと繋げていきたいと思っており

ますので、釧路ベイロータリークラブの皆

様にも、引き続き弊クラブへ、ご指導、ご鞭

撻いただきますよう、お願い申し上げます。

最後に、釧路ベイロータリークラブ様、会員

の皆様の益々のご発展とご健勝を祈願いた

しまして、表敬のご挨拶とさせていただき

ます。今年度 1 年間、よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

■ベイクラブ会員から一言 

≪私の楽しみ≫     横山 豊 

 

今年度から広報委員長を務めさせて頂きます横山です。先日広報の打ち合わせで会報に会

員からのメッセージも掲載していこうという意見がでましたので早速、掲載します。 

1回目は「私の楽しみ」というお題で皆さんからメッセージをお願いしたいと思いますので 

ご協力よろしくお願いします。 

まずは僕の楽しみですが、タバコを片手に熱燗をビールをチェイサーにして飲むのが大好

きでしたが６年前に禁煙のついでに宴会以外の禁酒もしたので楽しみが、ひとつ無くなっ

てしまいました。 

現在は温室でのトマト栽培、阿寒川での川釣り、燻製作りをしている時が僕の楽しいひと時

です。トマトは 10種類以上栽培してます。どの品種が一番美味しいかを確かめるために 

も沢山栽培してます。 

川釣りは阿寒川に夏になると行っています。延べ竿で大きなニジマスを釣っています。 

竿が大きく曲がるのが楽しいので延べ竿を使っています。 キャッチ＆イートです。 

燻製作りは、なかなか奥が深く材料を漬け込む液の調合を現在いろいろ試しています。 

ホタテ、カキ、にしん、クジラの舌、カレイ、ニジマスなどを燻製しています。 

まだまだ修行中で、出来はいまいちですが、早く燻製の匠と呼んでもらえるように 

精進して参りたいと思います。 
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前年度会長・幹事さん  楽しい思い出を沢山ありがとうございました 

■出席報告 

 

後藤委員長 1年間お世話になります 

釧路ベイロータリークラブ出席委員会 

在 籍 会 員 数 ２０名 賜 暇 / 免 除 欠席 / メイクアップ 出 席 率 

今 週 の 出 席 率 １７名 名 / １名 ２名 / 名 ９０％ 

 日 修正出席率   名 名 / 名 名 / 名   ％ 

 

 会報・雑誌・IT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/ 


