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■ 点  鐘        濱田 会長 

 

■ ロータリーソング 

「釧路ベイロータリークラブソング」 

 

 
 

ソングリーダー  貝嶋 政治 副会長 

 

 

会長挨拶    濱田   聖子会長 

 

 

 

皆様こんばんは！ 

先週はお休み頂きまして貝嶋副会長

にお世話になりました。ありがとうご

ざいました。今月は 職業奉仕月間で

す。職業奉仕はロータリー奉仕の目的

の核心でもあります。 

職業上の高い論理基準を保ち、役立つ

仕事は全て価値あるものと認識し、社

会に奉仕し、ロータリーアンは各自の

２０２２－２０２３年度 第２7回通算第１１７２回） 

プログラム『副ガバナー大いに語る』【担当】出席プログラム委員会 

■日時：令和５年１ 月３１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】貝嶋 政治 【幹事】千葉 潔 【副幹事】遠藤 若枝 
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職業を高潔なものとする。 

又職業奉仕としては多様な職業や経

験をもつ会員がおり地域の様々な職

業、ビジネス、団体とのつながりを活

かした活動を実施していく目的を持

つものである、とされています。 

改めてロータリーの職業奉仕は職業

にたずさわっている私には職業奉仕

の目的が素晴らしい奉仕だと認識致

しました。 

今日は「副ガバナー大いに語る」例会

です。楽しみにしています。 

出席プログラム委員長よろしくお願

いいたします。 

■幹事報告 

 
①  RI 会長エレクトのゴードン R.

マッキナリー氏が「世界に希望を

生み出そう」を RI 会長テーマとし

て発表致しました事をご報告致し

ます。 

② 各クラブ様より 2 月の例会プ

ログラムのご案内が届いておりま

す。 

パーソナルＢＯＸにご用意致しま

した。是非御覧下さい。 

③ ロータリー日本財団より確定

申告用寄附金領収書が届きました

ので、会員皆様のパーソナルＢＯ

Ｘ内に配布致しました。ご確認の

程お願い致します。 

④ 抜萃のつづりが届きましたの

で、こちらも会員皆様のパーソナ

ルＢＯＸ内にご用意させて頂きま

した。ご存じかと思いますが、こち

らは東京ロータリークラブの熊平

会員から毎年寄贈頂いているもの

で、1 年間の新聞、雑誌などから纏

めて小冊子にしている本です。 

為になる事や共感できる事が多々

綴られておりますので、拝読して

頂ければと思います。 

⑤ 昨年 9 月 北クラブ様より坂

入会員を講師としてお招きしての

例会を開催致しました。今回、北ク

ラブ様との繋がりと坂入会員の応

援の意も兼ねて集団メーキャップ

を行いたいと思います。 

日時 令和 5 年 2 月 22 日 12 

時 30 分より会場は釧路プリンス

ホテルです。会員皆様にご案内を

ファックスにてご送付致します。 

お忙しいとは存じますが、多数の

ご参加をお願い申し上げます。 

■ 委員会報告 

 
■各種記念日の紹介  

《親睦活動委員会》 

入会記念日、誕生祝、結婚祝、該当者

はありません。  
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★本日のニコニコ献金 

18,000円 累計７８９，０００円 

小銭献金    累計  3,327円  

 

【後藤委員長、漆崎副ガバナー宜しく

おねがいします】 

濱田聖子さん、千葉潔君、大越拓也君

遠藤若枝さん、伊藤広樹君、葭本正美

君、平野知子さん、大越拓也君、倉茂

義衛君、横山豊君、森圭一郎君、後藤

義信君、伊藤広樹君、貝嶋政治君、澤 

田雅仁君、葭本正美君 

【漆崎副ガバナーよろしくお願い致

します】後藤義信君 

【今日は皆さん宜しくお願いします】 

漆崎隆君 

 

後藤委員長挨拶 

 

漆崎副ガバナー 

 

皆様こんばんは。 

釧路ベイロータリークラブから 2人目

の国際ロータリー第２５００地区ガ

バナーを輩出して、その年度を終えて、

半年が過ぎました。 

この間、ベイクラブの皆様にはガバ

ナーの私を支えて頂きまして誠にあ

りがとうございました。そうして、共

に 国際ロータリー（RI）の理念や目

的、組織や活動にも、深く触れていた

だき、大きな協力を頂きました。 

コロナ禍にもかかわらず 各方面

から評価をいただき、私自身もロータ

リアンとして大きく飛躍させていた

だきました。改めまして釧路ベイロー

タリークラブの皆様に感謝を申し上

げます。 

 ガバナーノミニーデジグネートの

半年に渡る研修が終わる頃から コ

ロナが発生し、瞬く間に 全世界に広

がりました。本来、ロータリークラブ

の会合は「フエイス to フエイス」が

基本で 終了すると「懇親会」で友情

を深めることが大切とされて来まし

た。この最も大切な 2つが コロナ禍

により否定される事態となりました。

吉田ガバナー、松田ガバナーの時は、

本日のプログラム 

「副ガバナー 

 大いに語る」 

担当 出席プログラム委員会  
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各種の行事が延期や中止となり、例会

までもが中止を余儀なくされ、活動が

停滞しました。こんなことは初めての

事で、ロータリークラブの存続そのも

のに重大な影響が出るのではないか

と思われても仕方ありませんでした。 

しかし、ロータリークラブに集まって

いる世界中のロータリアンの知恵と

結び付きは、どんなことが起きても 

どんな事があっても、その結びつきが 

切れるものではないことが証明され

ました。第一次世界大戦でも、第二次

世界大戦でもそうでした。 

 会議や研修会は世界中をウエブで

同時に結び、言語の違いは同時通訳や

IT をフル活用した機械通訳で 多種

類言語の会議もウエブアンドリアル

のハイブリッド方式で行われる様に

なりました。懇親会も、それぞれの場

所から参加し、好きなものを飲みなが

ら、入室時間も退室時間も柔軟に対応

できる会合が行われる様になりまし

た。移動時間や テル泊も不要で重要

会議の出席率は高く、普段は会えない

人（例えば RI会長）とも、会話をする

事が出来、世界中は コロナにより 

一瞬に大きく変化しました。 

 私のような超アナログ人間でも、国

際協議会では 自宅で夜中（アメリカ

時間）に、世界中のガバナーと研修に

参加をし、会話を交わす事が出来まし

た。こんな時代が一瞬で来るとは夢に

も思いませんでした。 

 3 年半に渡り、時代の急激な変化と

ともに ロータリーへ参加している

皆様の絆の深さを思いっ切り知る事

が出来、別の意味で 感激しました。 

 一方クラブでは 予想もできない

大きな出来事が次々とありました。 

本来、地区幹事とガバナーは一心同体

です。GNデジグネート、ノミニー、エ

レクト、本番年度、そうして決算報告

に至るまで実に 4年間、毎日、話をし

ながら、国際ロータリーの事、地区ロ

ータリーの事、クラブ活動の事等、全

ての行事、人事、活動に密接に答えな

ければなりません。その真っ只中に 

肝心要の成田地区幹事が急逝されま

した。ベイクラブ創立以来、クラブで

も常に存在感のある人で、ベイクラブ

にはなくてはならない存在でした。 

更には、昨年末、全く突然に春日会員

が旅立ちました。 

まさに 訃報に接した時は 寝耳に

水とは この事でした。 

葭本 Gの時も 私の Gの時も 大きく

大きく陰で日向で支えていただいた

人です。勿論、ベイクラブの活動に欠

かせない人です。多くのベイクラブの

会員は この二人から学び 支えら

れ 励まされて来ました。私もその一

人です。20名のクラブで二人のガバナ

ーを出せたのも二人の活躍があれば

こそと言っても過言ではありません。 

今はただ心からありがとうございま

したと、ご冥福をお祈りいたします。 

 ロータリーの世界にも大きな変化

の時代が来ています。この事は 今ま

で度々お話をさせていただきました。 

今は コロナ後の世界、中でも、経済・

職業環境が 大きく変わろうとして

います。首都圏や 大都会のロータリ
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アンは大企業のオーナーが多くいま

すが、地方都市や、後発ロータリーク

ラブには 大企業人は ほとんどい

ません。 

しかし、職業に打ち込み、ロータリー

精神を大切に 経営者魂を磨いてい

るロータリアンは 数多くいます。そ

の集団の一つが 釧路ベイロータリ

ークラブのロータリアンです。 

良き友と過ごす時間は 明日のエネ

ルギーを産み出し、ちょっと良い事を

共に行う事は、地域を良くし、友の旅

立ちに寄り添い、涙を流し、そうして

配偶者や家族の残された人々へのい

たわりは、その人への感謝を心から表

します。こんな ベイクラブの人々と 

人生の活動を共にすることは 一生

の財産です。 

どんな逆境に襲われようと、どんなに

不幸が来ようと、どんなに試練が来よ

うが釧路ベイロータリークラブの皆

さんと共に 力を合わせ、時には笑い、

時には涙を流し、時には喜び、時には 

思いやりの心で、チョット良い事をし

ながら、人生を共にしたいものです。 

数多くの尊い先人が築いたベイクラ

ブの歴史の中でロータリーの一つ一

つを学びながら、その教えに沿って、

今度は自分の人生を一歩づつ切り開

いて行こうではありませんか。 

「 ベイクラブのロータリアンで 

良かった‼ 」 

と 成田さんも春日さんも言ってい

る様に私には思えます。 

皆さんと一緒に、私たちの人生を更に 

誇り高く、楽しく、素晴らしいベイク

ラブにしましょう。私も皆さんといっ

しょに力いっぱい頑張ります。 

ありがとうございました。 

 

後藤委員長出席報告≫ 

 

 

 

在 籍 会 員 数 １９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 ４名 / 名 ７６％ 

 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/ 


