
 

釧路ベイロータリークラブ会報 

1 

 

 

  

 

 

 

■ 点  鐘        濱田 聖子 会長 

■ ロータリーソング   「我等の生業」 

 

 ソングリーダー   貝嶋 政治  君 

■ お客様と来訪ロータリアンの紹介 

 国際ロータリー第 2500 地区ガバナー      

久木 佐知子 様 

 地区青少年委員長        前田 康仁 君 

 旭川西 RC 副会長        中井 康弘 君 

 地区 副幹事         重原 哲司 君 

 第 7 分区ガバナー補佐   美馬 俊哉 君 

 ガバナー補佐幹事       大坪 洋一 君 

■会長挨拶       濱田 聖子 会長 

 

皆様こんばんは！本年度第 2 回目の例会を

迎えました。先ほど午後 4時より 2500地区

ガバナー久木佐知子様方と会長、幹事の懇

談会が、なごやかな雰囲気のなか行われま

した。 

改めまして国際ロータリー2500地区ガバナ

ー 久木佐知子様、国際ロータリー第 7 分

区、ガバナー補佐、美馬俊哉様、遠路の所釧

路ベイロータリークラブにおいで下さいま

２０２２－２０２３年度 第２回（通算第１１４７ 回） 

プログラム『クラブ協議会・久木ガバナー公式訪問』【担当】三役 

■日時：令和４年７ 月 12日（火）１７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 

 



 

釧路ベイロータリークラブ会報 

2 

 

して誠に有難うございます。 

又 4月 9.10日旭川地区研修会、私エレクト

会長にて、大変にお世話なりました、この場

を借りてお礼申し上げます。 

当クラブ漆崎パストガバナーが皆様のお陰

でガバナー年度を無事終える事ができまし

た事、ベイロータリークラブ会員一同感謝

申し上げます。 

表敬訪問のご挨拶も 7月 1日の白糠 RCのア

ットホームなお迎えから始まり、4日の音別

℟Ⅽ(私が私用の為に千葉幹事が代行致しま

した。) 

同じく 4 日 西 RC、5 日 東 RC 6 日 北

RC、7 日 釧路 RC、8 日 南 RC、そして 9

日土曜日に若さあふれた釧路北ローターア

クトクラブで締めくくり 8 ケ所のクラブの

表敬訪問のご挨拶を千葉幹事と共にして参

りました。 

緊張の連続で会長の任の重さをひしひしと

感じました。終わると、副会長に報告し、な

ぐさめの言葉をいただいております。 

千葉幹事 遠藤副幹事と共に頑張って参り

ます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

■ 幹事報告     千葉 潔  幹事 

 

本日ご来訪頂きました 久木佐知子ガバナ

ー、美馬俊哉ガバナー補佐、また随行して頂

きました前田康仁君、中井康裕君、重原哲司

君、大坪洋一君 ベイクラブにお越し頂き心

より感謝申し上げます。 

1. 第 7 分区表敬訪問を濱田会長と共に終

わりました事をご報告致します。 

2. 第 7 分区事業であります「全道中学親

善硬式野球大会」において大会成功に向け

たメッセージを濱田会長より提出致しまし

た。 

3. ガバナー事務局より 2022-23 年度版 

クラブ・地区支援リソース集及びロータリ

ー文庫 H.Pパスワード変更についてメール

が届きましたのでパーソナルボックス上に

一部用意させて頂きましたのでご確認下さ

い。 

4. 旭川東ロータリークラブ様より創立 50 

周年式典のお礼状が届いております。 

こちらもパーソナルボックス上に提示して

おりますのでご覧ください。 

5. 7 月 24 日(日) 米山記念奨学会セミナ

ー及びロータリー財団セミナーがアートホ

テル旭川において開催されます。 

登録されました会員の方はご準備の程よろ

しくお願い致します。 

6. 当会員であります川上光彦君より退会

届が届き、理事役員会において承認されま

した。 

残念ではございますが、退会を受理致しま

した事をご報告申し上げます。 
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■委員会報告 

 

副幹事お疲れさまでした 

★親睦活動委員会 

（誕生祝） 

平野 知子さん 

いつも札幌からの出席ご苦労様です 

昭和 48年 7月 17日（49歳） 

春日 賢二君 

これからもご指導よろしくお願いします。 

昭和 32年 7月 18日（65歳） 

 

 

★本日のニコニコ献金合計 ￥３２，０００ 

    累計６０，０００ 

【ガバナー公式訪問を迎えて】 

濱田聖子さん、春日賢二君、森圭一郎君 

遠藤若枝さん、伊藤広樹君、後藤義信君 

植原元晴君、池田圭樹君、貝嶋正治君、千葉

潔君、平野知子さん、葭本正美君、澤田雅仁

君、中村昭彦君、大越卓也君 

【ようこそ久木ガバナー】 

漆崎隆君 

【久木ガバナーより】  久木 佐知子様 

     

 

 

 

 

■クラブ協議会 

※内容、につきましてはクラブ活動計画書 

２０２２－２０２３年度をご参照ください 

          会 長 

社会・青少年委員会 委員長 濱田 聖子さん 

 

 

本日のプログラム 
 

『クラブ協議会・久木ガバナー公式訪問』 
 

                     担当 三役 
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クラブ管理運営委員会  

理事委員長 春日賢二君 

 

ロータリー研修委員会 委員長 貝嶋 政治君 

 

親睦活動委員会、出席プログラム委員会 

公共イメージ委員会 理事委員長 澤田雅仁 君 

 

 

会報・雑誌・IT委員会 委員長 横山 豊 君 

 

会員増強委員会 理事委員長中村 明彦 君 

 

 

会員選考・職業分類委員会  

委員長 漆崎 隆 君 
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 会場監督  葭本 正美 君 

 

奉仕プロジェクト委員会 

理事委員長 千葉 潔 君 

 

職業奉仕委員会 委員長 渡辺雅樹 君 

☆渡辺委員長の 1日も早い御回復を会員 

一同祈っております。 

 

社会、青少年委員会 

人間尊重・地域発展・環境保全委員会 

     委員長 小平 優之 君 

 

 

国際奉仕・7ベイ友好委員会 植原 元晴 君 

 

ロータリー財団委員会  

理事委員長  森 圭一郎 君 

 

米山奨学委員会 委員長 伊藤 広樹 君
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会  計  池田 圭樹 君 

 

 

■久木ガバナー公式訪問 

 

釧路ベイ RCの皆さん、こんにちは。

2022‐23 年度のガバナーを拝命しまし

た久木佐知子でございます。旭川西 RC

に所属しております。日頃より皆さまに

はクラブの運営と地区の活動にご協力

いただき感謝申し上げます。 

7月 1日から新しい年度を迎えましたが、

世界的なパンデミックでこの 2 年半の

間、活動が制限されてきました。クラブ

運営も大変ご苦労されてきたことと思

います。私自身も国際協議会をはじめ研

修が全てオンラインでしたので、こうし

てクラブを訪問させていただき、皆さま

と直接お会いできることを心から嬉し

く思っております。 

先ほど会長幹事懇談会に続き、クラブ

協議会が開催されました。濱田会長の今

年度にかける意気込みと熱意、そして各

委員長様の活動方針をお伺いして、こち

らのクラブは素晴らしいな、活気がある

なとお見受けいたしました。   

濱田会長はじめ皆さんお一人お一人が

リーダーシップを発揮していただき、そ

の行動力で 2500 地区を牽引していって

欲しいと思います。 

本年度も依然としてコロナ禍での活

動となりますが、状況を見ながら地区行

事も再開させて参りたいと思いますの

で。是非、計画中の事業に加え、新しい

事業にも取り組んでいただければと思

います。 

さて、国際ロータリー117代目の会長に

カナダのジェニファー・E・ジョーンズ

氏が就任されました。国際ロータリー初

の女性 RI 会長の誕生は世界に向けて大

きなインパクトであると思います。多様

性、公平さ、インクルージョンを尊重す

る RI の基本方針に通じる素晴らしい出

来事と多くのロータリアンが歓迎して

います。                              

もし、国際ロータリーの生みの親・ポ

ールハリスが、今、生きていたら、この

ことをどう語るでしょう。きっと「一人

の素晴らしいロータリアンが RI 会長

になった、その方が女性だというだけの

こと」と言うでしょう。 

私も同じ年にガバナーを務めさせてい

ただくことに大きな喜びを感じていま
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す。この年度は私を含め日本の 34 地区

の中で 3 人の女性ガバナーが誕生しま

した。 

他にも大きな変化が生まれています。

ローターアクトが国際ロータリーに加

盟し、現在ＲＩの会員数は世界で 140万

人になりました。日本ではロータリー衛

星クラブをはじめとするさまざまな形

態のロータリークラブが生まれていま

す。そして国際大会から例会にいたるま

でオンラインが活用されるようになり

ました。 

先月アメリカのヒューストンで 3 年

ぶりに対面式（ハイブリット開催）で国

際大会が開催されました。ご覧いただい

ているシーンはジェニファー・ジョンズ

RI 会長がテーマと活動方針を話してい

らっしゃる場面です。例年は 35,000人

くらいが参加するそうですが、今年は

11,000 人とのことです。2500地区から

漆崎副ガバナーをはじめ 10 名が参加し

ました。私にとって素晴らしい体験と静

かな感動がありました。 

6/5（日）大会初日、「日本人親善朝食

会」が開催されました。RI 理事や各地

区のガバナー、エレクト、ＰＤＧなど

210名が参加し、シェカール・メーター

RI 会長、ジェニファー・ジョーンズ RI

会長エレクトも同席され、和やかな雰囲

気の中で朝食会が進行しました。私は同

期のエレクトとともにジョーンズ RI会

長エレクトのもとへ、私たちが年度のガ

バナーであることが分かると、両手を広

げ、包み込むように一人ひとりの肩を抱

いてくれました。私は静かな感動を覚え

ました。インクルージョンとはこのよう

な思いを人に抱かせることではないで

しょうか。 

RI 会長はとてもフレンドリーで人を

包み込むような優しさに溢れた方です。

また目的達成のための粘り強さとダイ

ナミックな考えを併せ持った方です。ご

自身の FB ページをお持ちで私はそこか

らも情報を得ています。効果的な情報発

信や伝える力を持った方で、RI 会長は

新しいタイプのリーダーだと思います。 

また、ロータリーの素晴らしさを体感

する出来事もありました。開会式にはさ

まざまな民族衣装に身を包んだ参加者

が会場に彩りを添えていました。ロータ

ーアクトたちの顔も見えます。国際ロー

タリーには 200 以上の国や地域が加入

していますが、国連の加盟国より多いと

いいます。 

ステージでは国旗入場が始まりまし

た。ウクライナの国旗が入場すると会

場の全員が立ち上がり大きな声援を送

りました。11000人の心が一つになった

瞬間です。ロータリーのつながり、深い

絆を感じました。 

さて、「ロータリーの友 7月号」にジ

ェニファー・ジョーンズ会長のメッセ

ージが載っています。RI会長は私たち

一人一人にロータリーのストーリーの

語り手になることを求めています。 

皆さんはロータリークラブのことを他

の人に話をする時、どのように伝えて

いますか。 私は、このように伝えてい

ます。 

「ロータリークラブは世界のほぼすべ

ての国・地域に存在し、140万人以上の

会員からなる国際的な奉仕団体です。世
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界保健機構（WHO）や国連児童基金（ユ

ニセフ）とも協力して人道的奉仕や地域

社会の課題に取り組んでいます。すべて

の職業において倫理を大切にし、親善と

平和の確立に寄与することを目的に活動

しています」そして、ロータリークラブ

で新しい出会いと奉仕の感動を分かち合

いませんか。と、呼びかけていいます。          

皆さまの方が上手くロータリーについて

語れると思います。一度、ご自身でどう

伝えるか考えてみてください。 

さて、私は旭川市で小さな美術画廊を

営んでおります。画廊を開いて 7，8年ほ

どたった頃、私は自分の専門的な知識や

人との繋がりを生かしてアートを主軸に

街に貢献ができないかと考えていました。

旭川は彫刻の街。市内のいたるところに

彫刻が設置されています。しかし、野外に

設置された彫刻は時を経て、周辺の環境

が変わるとその場所にそぐわない彫刻も

でてきました。この問題解決に「旭川彫刻

フェスタ」という事業を提案しました。こ

の計画に関心を持ってくれたのがロータ

リークラブの皆さんです。旭川市内の複

数のロータリークラブで卓話をさせてい

ただきました。その中のひとつ旭川西 RC

に 2005 年に初の女性会員として入会さ

せていただきました。その事業は今年 20

年を迎えています。 

また国際奉仕事業に関わったことも、

私のロータリー観に大きな変化をもたら

しました。2015年から 4年間、地区の VTT

委員長を務めました。経済や環境の分野

でタイやマレーシアからの専門家チーム

の人材育成に関わりましたが、VTTは研修

生の育成だけでなく、研修生の向こう側

にいる多くの人たちへの人道支援である

ことが分かりました。各国から５人づつ、

受け入れをしましたが、タイの研修生が

帰国後に 2 名、またマレーシアの研修生

も 2 名が地元のロータリークラブに加盟

し、それぞれの地域でロータリアンとし

て活躍してくれています。これほど嬉し

いことはありません。 

ロータリーには「ロータリーの不思議な

力」「マジック オブ ロータリー」があ

ると言います。それは知らないうちに形

成される世界中の人との人間関係と深い

絆です。皆さまもストーリーテーラーと

してご自身のストーリーを語ってロータ

リーの魅力を広げていただければ幸いで

す。マイロータリーにそのリソースがあ

りますので、ぜひ活用してみてください。 

さて、ジェニファー・ジョーンズ RI会

長は、年度のテーマを「イマジン・ロータ

リー」と発表されました。スピーチでは、

「世界にもたらす変化を想像して大きな

夢を描き、その実現のためにロータリー

の力とつながりをいかすよう」呼びかけ

ました。 

そして DEI「多様性・公平さ・インクル

ージョン」を優先項目とすることを求め

ました。多様性はロータリーの長年にわ

たる中核的価値観のひとつであり、最大

の強みでもあります。そしてインクルー

ジョンこそが会員増強の鍵になるといい

ます。 

その上で「ロータリーでの参加型の奉

仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生

涯にわたる友情こそが目的意識と熱意を

生み出す」といい、さらに、「会員がロー

タリーに何を期待しているのか」を訊ね
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たうえで、やりがいのある責任を会員に

与えることが重要だと説きました。 

加えて 2023 年までにロータリーの会

員基盤の 30％を女性にするという RI 理

事会の目標達成についても、110か国以上

で既にこの目標は達成されていますが、

ローターアクトではすでに会員全体の

52％が女性であることを指摘しました。

日本では 7％です。2500 地区は 5％にも

達していません。私は 2500 地区で 10％

を目指したいと思います。 

 

「私たちには皆、夢があります。しかし、

そのために行動するかどうか決めるのは

私たちです。ロータリーのような団体が

ポリオ根絶や平和の実現といった大きな

夢を抱くなら、それを実現させる責任は

自分たちにあります」と締めくくりまし

た。 

～ここで RI会長のテーマ発表を動画で視聴～ 

 

RI会長は、私たちが共にロータリーを

「イマジン（想像）」するにあたり最も重

要なタスクは、すべてのロータリー会員

が歓迎されている、大切にされていると

感じられる経験を提供すること。会員の

多くがロータリーとの強いつながりを実

感でき、ロータリーでより豊かな経験を

もつことが重要と説いています。 

ロータリーの調査によると、2020年の

1年間、ロータリーへの入会者は 121,000

人、退会者は 137,000人です。その内、1

年以内に退会した人は 13,000 人にのぼ

ります。また、退会者の２３％がクラブ環

境を理由にあげています。ロータリーの

成長に会員拡大はかかせませんが、会員

維持も重要です。RI 会長は「心地よさ」

と「会員への配慮」を優先項目として、ク

ラブ内で DEI について対話を始めて欲し

いと呼び掛けています。今年度、地区では

DEI委員会を創設しました。DEIについて

講師が必要な時は DEI 委員会にご相談く

ださい。 

さて、地区スローガンは「ともに紡ご

う！ ロータリーの未来へ」といたしま

した。その実現に向けて、 

地区活動方針を「大きな夢を紡ぐため

に」10項目を挙げさせていただきました。 

ロータリーの一番大切な財産は会員で

す。そして目的達成には会員の団結力が

不可欠です。ロータリーを成長させるた

めには、奉仕とプロジェクトのインパク

トを高め、地域社会におけるロータリー

の認知度と理解度を高めることです。そ

して何より重要になるのが会員増強と会

員の維持です。会員基盤を成長させるこ

とで私たちはさらに多くのことを達成で

きるようになります。 

DEI を取り入れて女性や若い人をクラ

ブに迎い入れましょう。会員が増えるこ

とで会員基盤を強化し会員の参加を促し

てください。この時にシニア会員への配

慮も欠かせません。シニア会員と若い会

員の交流が図られているクラブは活性化

が上手くいっているクラブです。 

また入会希望者の話を聞いて、もし既

存クラブでの参加が難しい場合は、その

人にあった条件で参加できる新クラブを

考えてみてください。先月、釧路北 RCで

初の衛星クラブが誕生しました。会員数

は３２名です。この数はサポートしてい

る親クラブの会員数に加算されます。釧
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路北クラブは現在、１１０名近くの会員

数を誇り、２５００地区では TOP のクラ

ブになりました。皆さんのクラブでも考

えてみてください。因みに衛星クラブは 8

名で設立できます。詳しくはマイロータ

リーで検索できますし、地区事務所にお

訊ねください。 

インクルージョン溢れるクラブを作る

上で重要なことは、違うバックグランド

を持った人たちが良い仲間になれるかど

うかです。 

そのために必要なのは他者を思う気持

ち、他者への思いやりと変化を受け入れ

る柔軟な心を持つことではないでしょう

か 

「イマジン・ロータリー」は夢のあるテ

ーマです。皆さんの夢を大いに膨らませ

ていただき、その夢の実現のために行動

していただくことを期待しています。 

クラブの活性化のためには、家族を行

事に誘う。ローターアクトに活動に 

参加してもらう、クラブのウエブサイト、

ソーシャルメディアを更新する。地域の

あらゆる種類のリーダーと繋がりを築く。

どのような人がロータリーに相応しいか、

新しい人にも声をかけ、活動やイベント

に参加してもらう。ストーリーテーラー

になってロータリーの素晴らしさを伝え

る。シニア会員と若い会員のコミュニケ

ーションが図られている。 

クラブの実情、個性、特徴を生かしてク

ラブ運営を行っていただくことでクラブ

活性化へと導いていただければと思いま

す。 

「今ほど大切な時間はない」時間は味

方でも敵でもあり得る。それをどうする

かあなた自身、あなたの目標、そして与え

られたすべての時間を生かすことへのあ

なたの決意次第だ」とジグ・ジグラーが言

っています。 

イマジン。想像してみてください。成長

し強固になったクラブを、来年の 6月 30

日に 2500 地区とともに貴クラブも素晴

らしい一年であったと、会員が皆、思って

いることを、想像してみてください。 

本日は貴重な時間をいただきありがと

うございました。RI会長のメッセージと

地区目標をお伝えさせていただきました。

第 7 分区美馬ガバナー補佐のもと、そし

て濱田会長のリーダーシップのもと、

2500地区で最も輝くクラブとしてご活躍

されることを祈念いたします。本日は誠

にありがとうございました。 
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■出席報告 

 

出席率 100 パーセント達成です！ 

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  １９ 名 名 /１名 名 / 名 １００％ 

 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/ 


