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■ 点  鐘        濱田 聖子 会長 

■ 国歌斉唱       「君が代」 

■ 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！ 

先週は横山会報・雑誌・IT委員長 担

当によりますゲスト卓話、素晴らしい

お話有難うございました。 

今日はロータリー財団委員会担当に

よります「みんなで 100＄寄付しよう

例会」です。 

私が入会して間もなく難しい仕組み

のロータリー財団を担当致しました。  

財団の勉強を少しさせて頂きました

ので、私なりにお話をさせて頂きます。 

ロータリー財団の使命についてです

が、ロータリー財団の使命は ロータ

リー会員(私たち)が、健康状態を改善

して、教育への支援を高め、貧困を救

済する事を通じて、世界への理解、そ

して、親善、平和を達成出来る様にす

る事です。 

非営利組織である 当財団は、ロータ

リー会員をはじめ、より良い世界を築

こうというビジョンを共有する財団

支援者の方々からの自発的な寄付 

のみによって支えられています。 

２０２２－２０２３年度 第１７回（通算第１１６２ 回） 

プログラム『みんなで 100＄寄付しよう例会』【担当】ロータリー財団委員会 

■日時：令和４年１１ 月１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 

 



 

釧路ベイロータリークラブ会報 

2 

 

ご寄付はロータリー財団の補助金と

なります。そして助けを必要とする地

域社会に持続可能な変化をもたらす

活動に役立てられています。 

ロータリー財団は、皆様からのご寄付

を世界各地での奉仕活動に役立てて

います。 

私が記憶し、勉強をさせて頂いている、

ロータリー財団の使命のお話をさせ

て頂きました。   

以上です。 ありがとうございます。 

森 財団委員長 よろしくお願いい

たします。 

■ 幹事報告     千葉 潔  幹事 

 

１．本日のロータリーレートは 1＄ 

＝148円です 

２．本日例会終了後３階華の間にて理

事役員会を行います。理事役員の皆様 

よろしくお願い致します。 

■親睦活動委員会(各種記念日の紹介) 

 

【入会記念日】平成 28年 10月 4日  

（6年目） 濱田聖子さん  

会長お忙しいのに、いつもありがとう

ございます。 

 

【結婚祝い】昭和 60年 11月 9日 

（37年目）伊藤広樹君 ルビー婚式ま

でもうすぐです。いつまでもお幸せに 

 

☆本日のニコニコ献金 

20,000円 累計 377,000円 

小銭献金   累計 2,887円 

【高専の皆様ようこそおいでくださ

いました】 濱田聖子さん、遠藤若枝

さん、漆崎隆君、後藤義信君 

【財団委員長 1,000ドルお願いします】 

池田圭樹君、春日賢二君 

【娘の誕生日を記念して】伊藤広樹君 

【財団委員長よろしくお願いします】 

貝嶋政治君、澤田雅仁君、平野知子君 

【本日の例会よろしくお願いします】  

森 圭一郎 君 

■本日のお客様の紹介 釧路工業高

等専門学校 校長 大塚 友彦 様 

茶道部 部長 小林 愛里 様 

茶道部華道部門責任者 今井涼太 様 
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■米山記念奨学会より米山功労者の 

記念品贈呈 

 【米山功労者 漆崎 隆 君】 

 

■釧路工業高等専門学校  校長 

大塚 友彦 様より当クラブに感謝

状の贈呈がありました。 

 

【大塚校長御挨拶】 

 

 釧路ベイロータリークラブの皆さま、 

釧路工業高等専門学校の校長の大塚

です。 本日はお招きいただきまして

心からお礼申し上げます。 また、濱田

会長におかれましては、日頃より本校

茶道部のご指南を賜りましたこと、心

より感謝いたしております。 昨年は

お茶のお道具をご寄贈いただき、また、

今年はお花のお道具をご寄贈いただ

きました。とても貴重な品々を賜りま

したこと、心より御礼を申し上げます。

お陰様をもちまして、今年 10月 22日

と 23日には、3年ぶりに一般来場者を

お迎えして高専祭を開催することが

でき、そこで、茶道部のお茶会やお花

の展示会を開催することもできまし

た。皆さまに、重ねて御礼を申し上げ

ます。 ただいま、本校茶道部の二人の

部員より、皆さまへの感謝の言葉を述

べさせていただきました。感謝の「感」

は、外からの「働きかけ」に対して、

強く心が動くさまを言い、「謝」は思い

を言葉として発するという意味を持

つと言います。学校の外からの働きか

けに対して、学生が感謝の気持ちを持

ち、そして、その気持ちを言葉で表現

することで、若い学生さんたちは「思

いやりがあり、人に素直に感謝できる

人」へと成長していくものと思います。 

しかしながら、今の若者たちにとって、

他者との関わりによって、最も成長が

期待できる時期に、新型コロナ感染症

の影響により、他者との関わりが強く

制限されたことは、私ども釧路高専と

しても、とても残念なことと思います。

このような中、濱田会長からは、直接、

茶道部の部員たちに、お花やお茶のご

指南を賜り、部員たちに外からの「働

きかけ」をしていただきました。また、

釧路ベイロータリークラブの皆様か
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らは立派な道具をご寄贈いただきま

した。皆さまの「働きかけ」により、

茶道部の部員たちは、人間性を育む貴

重な機会を得ることができたと思い

ます。 今後とも、皆さまからの、本校

茶道部並びに若い部員たちへの温か

いご支援いただけると幸いに思いま

す 

 

【茶道部 部長 小林 愛里 様 

 ご挨拶】 

 

皆さま、こんばんは。茶道部部長の小

林です。 この度は、素敵な茶器や花器

をご寄贈いただきましてありがとう

ございました。濱田会長には、日頃か

らお茶やお花のご指導をいただくな

ど、大変お世話になっております。 い

ただいた立派な品々は、さっそく、高

専祭（釧路高専の文化祭）でも使わせ

ていただきました。茶道部の活動の幅

も広がっております。今年度の高専祭

では、3 年ぶりに一般の方もお招きす

ることができ、お茶会やお花の展示な

どを開催できました。コロナ以前の高

専祭とは、感染症対策など様々な面で

異なるところもありましたが、みんな

で協力して無事に終えることができ

ました。 今後とも皆さまからの温か

いご指導をお願い申し上げます。 本

日は、ありがとうございました。 

 

【茶茶道部華道部門責任者 今井涼太 

様の御挨拶】  

 

皆さま、茶道部の今井です。 この度は、

立派な品々をご寄贈いただきまして

ありがとうございました。 私は茶道

部の華道部門を取りまとめています。

今年の高専祭では、いただきました花

器を使い、「空間の美」を意識した作品

を展示することができました。これか

らも部員一同、お花やお茶の道を勉強

して、理解を深めていきたいと思いま 

す。本日は、ありがとうございました。 

 

ロータリー財団委員会 

委員長  森 圭一郎 君 

皆さん、こんばんは。先ず初めに本

日のロータリー財団月間に、皆さんか

ら多くのご寄付をいただきました。本

本日のプログラム 

【みんなで１００＄ 

寄付しよう例会】 

担当 ロータリー財団委員

会 
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当にありがとうございます。今年度お

預かりした寄付金は、３年後に地区補

助金としてクラブに戻ってきますの

で、当該年度で有効に活用していただ

ければと思います。今月のロータリー

レートは１ドル１４８円で、私が入会

した２０１３年度１１月は１ドル１

００円、昨年度１１月は１ドル１１４

円と、寄付をお願いするのが心苦しい

部分もあるのですが、ご理解を頂けれ

ばと思います。本日お預かりいたしま

した浄財は速やかにロータリー財団

に送金させていただき、今後の例会の

中でベイクラブの寄付状況を報告さ

せていただきますので、宜しくお願い

致します。その他、ロータリー財団へ

の寄付は今年度いっぱい受け付けて

おりますので、今後ご寄付される場合

がございましたらお知らせ頂ければ

と思いますし、マイロータリーよりオ

ンラインでの寄付も可能とのことで

すが、もしオンラインを活用されるの

であれば、こちらもご一報いただけれ

ばと思います。 

今年度は７月２４日に旭川の地で

ロータリー財団セミナーを開催、そし

て今月の２７日に旭川の地でロータ

リー財団地区補助金セミナーが開催

されますが、こちらは次年度の地区補

助金を申請するために必要かつ重要

なセミナーとなっており、対象者は会

長エレクト、次年度幹事予定者、次年

度ロータリー財団委員長が出席対象

となっております。昨年度は ZOOM 開

催、今年度はリアル開催という事です

が、このセミナーでいただく書類の中

で覚書(MOU)というものがあり、そち

らを記入し地区の財団委員会に送る

のですが、私が幹事の時にモタモタし

てしまいあまり良い思い出がありま

せん。発送の際や期日には十分気を付

けていただきたいと思います。 

皆さんご承知の通りベイクラブは

地区内でもロータリー財団への理解

度は非常に高く、葭本年度以降は地区

内での寄付率はトップです。各地区、

分区、クラブによって考え方はそれぞ

れですが、ここ数年寄付ゼロクラブが

ゼロという事で、日本全国のロータリ

ークラブに財団の必要性が認知され

ているものだと感じます。２５００地

区内のクラブの寄付状況は月次寄付

レポートとして、ベイクラブ会員個々

の寄付状況はクラブ認証概要レポー

トとして、それぞれマイロータリーで

閲覧できます。また、新入会員の皆さ

まにおかれましては、先ずはマイロー

タリーにご登録いただきまして、財団

を始め自分の情報はもとより、世界の

ロータリーの情報や他地区の情報が

閲覧できますので、必ず登録すること

をお願い致します。 

さて本日は皆さんに財団について

色々とディスカッションをしていた

だきたいと思います。資料をご用意い

たしましたので、この資料を基にテー

ブルごとに意見を出していただき、皆

さんの意見を共有していただければ

と思います。クラブフォーラムのよう

な形ですが、RLI 形式で行いたいと思

います。グループリーダーを決めたい

ただき、その方が DL(ディスカッショ
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ンリーダー)として、メンバーの皆さ

んに質問を投げかけてみてください。

一つの意見を深堀していくか、設問を

一通りこなしていくのか、そこは DLの

技量です。特段難しい事では有りませ

んので、体験も含めてやっていただき

たいと思いますので宜しくお願い致

します。 

 

【例会風景】 
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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 

１４名 
名 /２名 ５名 / 名 ７３．６％ 

 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/ 


