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おも 

  

 

 

■ 点  鐘        濱田 聖子 会長 

■ ロータリーソング「それでこそロータリー 」 

 

 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！会長の濱田

です。先週は年次総会が開か

れ、すべての議事がめでたく

無事、満場一致で採決されま

した。今日はクラブ協議会で

す。コロナ禍の中、活動がまま

ならぬ上半期では有りました

が各委員会の皆様にはクラブ

活動にご協力頂き感謝申し上

げます。ありがとうございま

す。 

上期は地区補助金を使い青少

年育成事業として釧路工業高

等専門学校華道部に 56万円の

寄付を実施いたしました。 

12 月 16 日(金) 当クラブよ

り赤い羽根共同募金に 10万円 

を地域社会奉仕として釧路市

社会福祉協議会(事務局長高

瀬様)に千葉幹事と共に届け

てまいりました。 

又 18日(日)青少年に向けての

奉仕活動「釧路ベイロータリ

ークラブ杯将棋大会(釧路将

棋連盟会長中田様)」は 23 名

の参加でした。参加の方は年

齢層も幅広く女性の参加もあ

りました。大会スポンサーと

して 2 万円を贈呈し、千葉幹

２０２２－２０２３年度 第２３回（通算第１１６８回） 

プログラム『クラブ協議会』【担当】三役 

■日時：令和４年１２ 月２０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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事、森委員長・後藤委員長と共

に出席してきました。   

上期は 8 月のファイターズの

球場での観戦、盛り上がりま

した。(観戦後焼肉が美味しか

ったです)  

9月は「バス移動で阿寒町の赤

いベレーでの芋掘り等を家族

野游会で楽しみました。(お土

産に美味しいとうきびを頂き

ました) 

美瑛ＲＣを迎えての岸壁炉端

集団メーキヤツプ例会(美瑛

ＲＣ様、岸壁炉端をとても喜

んで頂きました) 

10 月は表千家同門会 貝嶋夕

美子副支部長をお迎えしての

お点前お茶会例会でした。(濃

い茶を始めて頂きました) 

とても素晴らしいお茶会でし

た。 

又中園第一にて新入会員歓迎

例会、夜遅くまで語り、倉茂様

も楽しそうでした。 

ゲスト卓話には上半期に 2 名

をお迎えいたしました、北Ｒ

Ｃより米山記念奨学会運営委

員の坂入様又釧路工業高等専

門学校の講師中島陽子様の卓

話をいただきした。 

11 月は中澤医院にてインフル

エンザ予防例会(貝島直前会

長、毎年お世話に成り有難う

ございます。) 

上半期は多彩な活動計画をス

ムーズに進める事が出来まし

た…がクリスマス例会は残念

ながらホテルの厳しい状況の

為に中止になりました。残念

ですが下期の新年会、ひな祭

り例会を一段と楽しめる例会

にと願っております。 

下期も「みんなが楽しいロー

タリー」を皆様とコミニケシ

ョンを深め一緒に歩み、楽し

さを喜びに変えてロータリー

の奉仕の力に変えて行く事を

希望いたします。それでは 

クラブ協議会よろしくお願い

します 今日もよろしくお願

いします。 

■幹事報告  千葉 潔  幹事 

 

①  12 月 16 日 濱田会長ご

同行のもと、皆様からお預

かり致しました、赤い羽根

共同募金を釧路市共同募

金委員会様へご寄付致し

ました。 

② 12 月 18 日 釧路ベイ

ロータリークラブ杯 将棋

大会にて、濱田会長・森委

員長・後藤委員長と千葉が

出席致しました。 

③ ロータリー財団より 

地域社会や人びとの生活
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をより良くするための取

り組みをご支援下さいと

のメッセージが届いてお

ります。 

④ 一般財団法人比国育英

会バギオ基金様より、基金

へのご寄付のお願いが届

いております。バギオ基金

とは、後援・関係ロータリ

ークラブ 399 クラブ 、後

援・関係地区 34地区から

なる組織です。昨年の事業

報告並びに案内状をパー

ソナルボックス上に一部

ご用意致しました。是非ご

覧ください。 

⑤ 本日の例会には出席さ

れておりませんが、当クラ

ブの会員であります 中村

昭彦くんが会社都合によ

りまして、12 月 31 日付

けでクラブを退会する事

となりました。中村会員は 

6 年間、大変なことでも常

に二つ返事で受入、行動し

て下さる方でした。この場

をお借りし、感謝申し上げ

ます。ありがとうございま

した。 

 

■委員会報告  

大越拓也 委員長 

 

■各種記念日の紹介 

入会記念日、結婚祝い共に該当者は有

りません。 

（誕生祝） 

鈴木敏夫君 

昭和 27年 12月 22日（70歳） 

 

体調に留意されて師走、正月お忙しい

でしょうが頑張ってください。 

伊藤広樹君  

昭和 35年 12月 22日（62歳） 

 

旅行先で美味しいものを召し上がっ

たら会報にぜひ寄稿お願いします。 
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★本日のニコニコ献金 20,000円 

累計 695,000円 

小銭献金  累計  3,057円    

【クラブ協議会を迎えて】 

濱田聖子さん、伊藤広樹君、池田圭樹

君、春日賢二君、千葉潔君、遠藤若枝

さん、澤田雅仁君、森圭一郎君、後藤

義信君、大越拓也君、貝嶋政治君 

 

 

改めまして、こんばんは会長の濱田で

す。 

本日の協議会は上半期を反省し、そし

て下半期に向けての検討を話し合い、

会員の皆様の活躍、又情報を提供して

頂き、お互いのコミニケションを深め

合い、例会をより一層、盛り上げ、テ

ーマである「みんなが楽しいロータリ

ー」を作りあげ、下期につなげていけ

る今日の協議会に成ることを切望致

します。 

 

 
ク ラ ブ 管 理 運 営 委 員 会            

理事委員長 春日 賢二 

クラブ管理運営委員会としましては、

今年度の濱田会長方針「みんなが 

楽しいロータリー」に基づき、例会と

各委員会の事業を運営させる事に 

努力してまいりました。 

しかし、今年のクリスマス例会は会場

の都合で中止になったのがとても 

残念です。今後もＡＮＡクラウンプラ

ザホテル釧路で例会を行えるのか、例

会場について来年早々、会員みんなで

話し合いをしていかなければならな

いと考えております。 

下期も親睦活動委員長大越君、会報委

員長横山君、委員の皆様、更なるご協

力を宜しくお願いいたします。 

 

ロ ー タ リ ー 研 修 委 員 会         

委員長  貝嶋政治 

上期の報告を致します。 

本日のプログラム 

クラブ協議会 

担当   三役  

 

 

研修委員会 
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１． ７月１６日、倉茂さんに新入

会員のオリエンテーションを実施

しました 

２． クラブフォーラムに先立ち、

ベイ集会を２回実施しました 

３． ８月１６日と１１月２９日に

クラブフォーラムを実施しました 

 下期は５月２３日に予定してい

ますので皆様宜しくお願いします。 

 
親睦活動委員会 委員長 大越拓也 

親睦活動委員会の大越です。 

親睦活動委員会では、濱田会長方針の

「みんなが楽しいロータリー」を具現

化すべく、親睦活動委員会の担当行事

をとおして、クラブ会員の親睦を深め

ることを目的に活動しております。 

上期は、濱田丸出港式からの活動とな

りましたが、コロナ禍での活動は多少

影響もあり、例えば野遊会においては、

なるべく密を避け、遠くに行かず近場

でも普段体験できないようなことが

できればと考え、イモ堀体験やリフレ

でバーベキューを行いました。中止に

することなく、また参加された会員、

ご家族にも楽しんでいただき開催で

きたことをうれしく思います。 

しかし、先程、春日さんからの報告に

もありましたが、残念ながら上期最後

の行事であるクリスマス例会につい

ては、中止となりました。 

下期については年明け早々、新年温泉

交流会、すきやき例会などもあります

ので、引き続きクラブ会員の親睦を更

に深める活動となるよう取り組んで

参ります。 

出席プログラム委員会 委員長 

後藤義信 

出席プログラム委員会の担当例会は

今年度 3 回ありまして、1 回目の１1

月 15 日の会員卓話例会で遠藤若枝君

と大越拓也君に卓話をしていただき

ました。2回目は、12 月 6日に５年未

満アピール例会で倉茂義衛君、平野知

子君、横山豊君に卓話をしていただき

ました。3回目は、来年 1月 31日の例

会におきまして、「副ガバナー大いに

語る」ということで漆崎副ガバナーに

卓話をしていただく予定です。 

その他、各例会時に出席率を報告いた

しました。今年度後半も頑張りたいと

思いますので、皆様のご協力宜しくお

願いいたします。 
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公共イメージ委員会 委員長 

澤田 雅仁 

今年度、濱田会長「みんなが楽しいロ

ータリー」に公共イメージ委員会とし

て、何ができるか。 

年 1回の担当例会が、美瑛ロータリー

クラブ、会長、幹事、漆崎年度の第 3

分区ガバナー補佐の竹内さん始め出

席したメーキャップ例会に変わり、岸

壁炉端で一次会、二次会とあり、次の

日は風鈴カントリークラブでゴルフ

をしました。公共イメージ委員会とし

て出席という形で頑張らせて頂きま

した。それこそ記憶に残る例会でした。 

 

会報・雑誌・IT委員会 委員長 

横山 豊 

今年度の会報は、皆さんに楽しんで読

んで頂けるように会員の皆様からの

寄稿を募ったり、写真を増やしたりな

どして工夫致しました。 

特に会員の皆様から、お寄せいただい

た原稿は、その方の人となりが感じら

れると好評でした。 

ゲスト卓話にはソーシャルカフェ代

表の佐々木寛氏をお迎えし、精神疾患

からのリカバリー、メンタルヘルスに

ついての講話をして頂きました。 

懸念であったロータリーの友への寄

稿も来月以降に行えるかと思います。 

下半期も皆さまの会報への寄稿どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

幹事 千 葉 潔 

7 月の表敬訪問から始まり半年間、自

分ではあっという間の時間でありま

した。本日まで問題なく務めさせて頂

けましたのも、濱田会長はじめ会員皆

さまのお力添えがあったからこそだ

と思っております。下期も何かとご迷

惑をお掛けするかもしれませんが、皆

さまに たくさんのご報告が出来る様、 

また楽しい例会の開催も出来ます様

に一生懸命務めさせて頂きます。どう 

ぞ宜しくお願い致します。 
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奉仕プロジェクト委員会理事委員長 

千 葉 潔 

今年度は濱田会長のもと、釧路工業高

等専門学校 茶道部華道 における育

成計画を立て、実行しております。 

部員 17 名が個人個人で使えるよう

に部具などの寄贈を行いました。 

華道を通じて所作を学び、集中力を養

い、社会に役立てて頂く事がこの育成

計画の目的の一つであります。 

9 月 6 日に大槻先生、稲守先生をお

招きしての例会を行い、また、10 月 

23 日には学園祭に招待して頂き、濱

田会長と出席して参りました。 

その際には茶道部のお点前を頂き、ま

た華道部花展を鑑賞致しました。 

生徒さんたちが生けたお花はどれも

躍動感や想像力に溢れており、見てい

て心を楽しませてくれる良い作品で

ございました。下期におきましても、

引き続きこの育成計画に関しまして、

花展の様子、近況報告などをご紹介さ

せて頂きます。どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

社会・青少年委員会  理事委員長 

濱田聖子 

202２－2023 会長兼務として社会青

少年育成事業を担当いたしました。 

コロナ禍がままならぬ中での事業と

し て 釧 路 工 業 高 等 専 門 学 校 に 

551,700円寄贈いたしました。17名の

茶道部 華道に華道の道具として 

ハサミ、花器、針金セット授業での花

材費などです、 華道育成事業として

実施いたしました。コロナ禍の為 3年

ぶりに 10／23・10／24 工専祭が開催

され、寄贈した花器の初デビューに学

生達は張り切って生け込みでした。 

出来上がつた作品は伸びやかさ若さ

溢れる作品でした。 

11／1 例会には釧路工業高等専門学校

より皆様もご存知の感謝状を頂きま

した。社会青少年委員としては華道員

達に伝統ある華道に(花)に触れて、癒

され、集中力を養い玄関に一輪の花の

優しさでお客様をお迎えする心が育

っていくことを願っています 

  

国際奉仕・7 ベイ友好委員会 委員長 

植原元晴 

ウクライナ問題が長期化し世界的に

エネルギー、食糧危機が悪化しさらに

円安などもあって国際情勢は大変厳

しい 1年となりました。またコロナの

感染も軽症化しているものの感染者

数は多いままで推移しており通常の

社会生活を取り戻すにはまだ時間が

かかりそうです。そのような状況です

が今のところ来年の 5月に館山で 7ベ
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イ友好会が開かれる予定と聞いてお

ります。詳細につきましては後日正式

に連絡が来るそうです。下期も宜しく

お願い致します 

 

米山記念奨学会運営委員会  

委員長 伊藤 広樹 

上期は１０月の米山月間前の ２０

２２年９月２７日米山記念奨学会運

営委員会の理解を深める為にＲＩ２

５００地区 米山記念奨学会運営委

員会 坂入信行 君、オブザーバー 

として釧路北ＲＣ 財団・米山部門

理事 萩原昭博君、プログラム委員

長 前 義幸君を招いて「米山月間

を迎えて」卓話を実施致しました。 

２０２２年１１月３０日現在、釧路

ベイロータリークラブは例年の粗食

例会による普通寄付と葭本・漆崎パ

ストガバナーお二人の特別寄付で、

個人寄付平均１１，０００円、地区

内 1位旭川西 RC・2位北見西 RC・3

位北見東 RC4位釧路ベイ RCとなって

おります。 

下期も引き続き粗食例会を行い個人

寄付にあてたいと思います。 

皆様、よろしくお願いいたします。 

 

 

  
ロ ー タ リ ー 財 団 委 員 会                      

理事委員長 森 圭一郎 

 今年度上期は、円安の波の中で皆様

に多大なるご協力をいただき、本日現

在の寄付額の総計が４，０７１ドル、

年次基金一人当たりの寄付額が２０

３．５５ドルとなっており、２５００

地区ではトップの金額となっており

ます。皆様のご理解とご協力、大変感

謝をしております。下期につきまして

も、引き続きご寄付は承っております

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 例会につきましては、上期１１月１

日にロータリー財団月間をプログラ

ム通りに実施しました。また、地区で

開催されました、７月２４日の米山・

財団セミナーに千葉幹事、伊藤米山委

員長と私、１１月２７日の財団補助金

セミナーに千葉幹事と私、それぞれ出

席をしております。下期につきまして

は、３月７日に水と衛生月間、４月１

８日にロータリー財団月間を予定し

ておりますので、どうぞ宜しくお願い

致します。 
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2022-23 年 度  会 計 報 告       

池田圭樹 

上期 出納帳につきましては、会長・

副会長・幹事に報告し、おこなってお

ります。10月理事会にて、１回目の会

計報告をいたしました。２回目は、１

月の理事会にて報告いたします。 

上期ニコニコ献金は、毎週皆様のご協

力をいただいております。平均二万～

三万円の献金となっております。 

 下期のニコニコ献金 宜しくお願

い致します。下期の、会費は１月初め

に皆様にお送りいたします。 

１月中に入金宜しくお願い致します 

会長総評 

皆様の上期のご活躍ご協力して頂き

有難うございました。貴重な意見をお

聞きして感じた事をお話させて頂き

ます。 

ロータリー研修委員会  

家庭集会はコミュニケーションが取

れて良いと思います。下期にも繋げて

下さい 

親睦活動委員会 大越委員長 

きめ細やかな下調べに始まり行事の

最後まで参加者に気づかいして頂き

感謝いたします。 

出席委員会 後藤委員長  

出席 100％をお願いする中欠席者 

に電話でも出席して頂く様に声掛 

けお願いいたします。 

会報・委員・ＩＴ委員会委員長  

会報の素晴らしさ 会長に成った 

お陰で会報をより一層見る様にな 

って研究熱心に作成していく大変 

さが伝わってきました。下期もよろし 

くお願いいたします 

会員増強委員会 

中村会員が退会の知らせは胸にぐい 

ぐい入り込み心が痛くなりました。 

残念でなりません。 

今年は 倉茂会員に入会して頂き嬉

しいかぎりです…新入会員は私も経

験がありますが 中々なじめないの

です。 

受付の役割を付けて頂くと責任が働

いて出席しようと思うのではと思い

ます。 

おねがいします。 

7ベイ友好委員会 植原委員長  

2023 年 の 7 ベイは館山がホストに

決まりましたよろしくお願いいたし

ます。 

ロータリー財団委員 

森委員長にお願いしたい事がありま

す。  

ベイに集まった財団へのお金の利用

の働きの卓話お願いします。 

以上です。 

皆様の貴重なご意見ありがとうござ

いました。  

下期もよろしくお願いいたします 
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【最近の活動から】 

＜赤い羽根共同募金に寄付をしてきました＞ 

 １２月１６日（金）、釧路市共同募金

委員会様にて、皆さんからいただいた

寄付金を、濱田会長、千葉幹事が赤い

羽根共同募金に寄付をしてきました。 

 

  会報担当から 

会報に皆様からの寄稿をお願いいた

します。 

原稿の内容はご自由に考えていただ

いて結構です。 

旅行に関すること、グルメに関するこ

と、お子様やお孫さんのこと。 

近い将来に実現させたい夢。 

なんでも結構ですのでご寄稿お願い

致します。 

送付先は会報のこのページに記載さ

れている横山のメールアドレスです。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

【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 

１３名 
名 /２名 ６名 / 名 ６８．４％ 

 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/ 


