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今日は新年度の第一回釧路南ロータリークラブ例

会に沢山の市内各ロータリー会長、幹事の御来訪

を頂き感謝申し上げます。本年度のＲＩテーマ「夢

をかたちに」は地球環境の厳しさを浮き彫りにし

ていますが、自分のためにも世界の食料事情を考

えたときには、結婚式や宴会などの余って捨てて

いる料理の廃棄処分は「もったいない」限りです。

平均 4 割を捨てていると言われています。最初か

ら腹 8 分目で予算は少なめだと、エコにもメタボ

にも、期待できるのではと、それは、奉仕と寄付

にも期待したいです。栄養の偏りも一般によく言

われますが人間の体はよく出来ていると思います。

モンゴル人は主食はほとんど乳製品です。エスキ

モーはオットセイの肉です。菜食は殆ど無い歴史



でも健康人だと思います。その、メカニズムは…。

未知の対応力、適応力、免疫力、進化、文明、文化

があるようです。そしてタバコを吸う方は自分の顔

に紫煙が来ない様にタバコをもちます。煙が全て上

に流れると良いのですが、横に結構流れると思いま

す。発ガン性の強いニトロソアミンの紫煙は隣の方

や子供の顔に向かい、体内に蓄積されます。逆に、

喫煙者は比較的安全なフィルターを通した煙をふか

します。相席の時は、なるべく換気扇の近くで吸わ

れる方がよいかと思います。今後も各ロータリーク

ラブのご支援、ご協力をお願いし皆様のご発展、ご

健勝を祈念いたしましてご挨拶と致します。 
 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 釧路北ＲＣ、釧路東ＲＣより７月プログラムと月

報を拝受しております。 

* 釧路ベイＲＣ、釧路西ＲＣ、別海ＲＣより7月プ

ログラムと会報を拝受しております。 

* 白糠ＲＣより７月プログラムを拝受しております。 

* 浜中ＲＣ、根室西ＲＣ、中標津ＲＣより７月プロ

グラムと活動計画書を拝受しております。 

* 根室ＲＣより７月プログラムと会報と活動計画書

を拝受しております。 

* 弟子屈ＲＣより活動計画書を拝受しております。 

* 第 29回ライラセミナーのご案内が届いています。

8 月 22 日～8 月 24 日まで上川郡美瑛町白金温泉

が会場になっております。担当は新世代委員会に

なっております。 

* 次週は役員理事就任挨拶になっております。今年

度の活動計画書と 2008 年度の活動計画書も一緒

に持って来て下さい。ロータリークラブ定款がこ

の度ずいぶん変わりました、私から次週発表させ

て頂きます。 

* 本日、理事・役員の皆様例会終了後、残れる役

員様残って下さい。 

* 最後に残念なお知らせ…創立 34 年の佐呂間ロ

ータリークラブ様が 6 月 30 日をもちまして解

散されました。 

 

 

 

・本日のプログラム 

「 表敬訪問 」  

                 担当 会長・幹事 

 

●2008～2009 年度国際ロータリークラブ第 2500 地区        

第７分区ガバナー補佐  松田 信明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。唯今ご紹介いただきました松

田でございます。本日は、新体制の北上会長、工

藤幹事の出発の門出を心からお祝い申し上げま

す。今日一緒に参りましたのは補佐の補佐をしっ

かりサポートして頂くことになりました北ロー

タリークラブの逸材、丹羽分区幹事でございます。

よろしくお願い申し上げます。いよいよ足立ガバ

ナーがスタートしました。足立ガバナーは我が釧

路地域において6人目、小船井ＰＧに続く、若き

ガバナーで御座います。行動力は7分区会員の範

となって参りました。ガバナーを送り出した釧路

北ＲＣの責務ということで、図らずもＤＬＰ体制

に基づくガバナー補佐の大役をお引き受けする

事になりましたが、微力ながらもその任にお応え

できるよう努力して参る所存で御座います。李東

健ＲＩ会長は、ＲＩテーマを「夢をかたちに」と

挙げられました。それを受け、足立ガバナーは「奉

仕の実践を通して、その成果を人々に示そう」と

地区の決意を述べられています。100 年を経てロ

ータリーの活動を目に見える方向へと大きく舵

を切った感のあるＲＩですが、グローバルな時代



だからこそ世界的ネットワークで結ばれたロータ

リーが必要とされるのであり、そこにガバナーの言

うロータリアン一人ひとりの「献身」と「義務」が

地域や世界から問われるのだろうと考えます。ガバ

ナー補佐の任務は、ガバナーや地区委員会と担当ク

ラブとのパイプ役として活動する事にあります。各

クラブとも厳しい経済環境の下にあってのポリオ

撲滅、会員増強、財団、米山への支援、国際協力、

環境保護等その具体的取り組みとなりますが、イン

ターシティーミーティング（ＩＭ）の開催をはじめ、

各クラブ会員の皆様及び地区委員会の皆様の特段

のご理解とご協力を仰ぎながら「夢をかたちに」を

合言葉とし邁進する一年でありたいと願っており

ます。終わりになりますが、北上会長、工藤幹事、

そして南ロータリークラブ全会員のご健勝とご活

躍を心からご祈念申し上げ、表敬のご挨拶と致しま

す。有難うございました。本日は本当に有難う御座

いました。 

 

 

 

●釧路ロータリークラブ会長  川合 隆俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今、ご紹介を頂きました本年度、釧路ロータリー

クラブの会長をさせて頂く事になりました川合でご

ざいます。となりは、幹事をお願いいたしました武

藤君でございます。二人共々本年度一年間宜しくお

願いいたします。南ロータリークラブの皆様には日

頃より、私達、釧路クラブに対して色々な形で絶大

なるご協力を頂いております事をこの席をお借りし

て感謝申し上げます。私もロータリークラブに入会

してから、かなり長くなりますが、ロータリーに関

しては良く知りません。武藤幹事の力を借りながら、

無事任務を終えたいものと考えております。本年度

の私の活動方針の中の一つに、地域に溶け込んだロ

ータリー活動をしようと掲げさせて頂きました。皆

様のクラブでは日頃から独自の地域活動をなさっ

ている事は十分承知しておりますが、私が考えて

いる活動は、本日おいでになっている松田ガバナ

ー補佐様のリーダーシップの下、7 分区の全クラ

ブの皆さんと一緒に何か一つの事業をしてみたい

と思っております。それがガバナー方針のロータ

リーの広報活動の推進と合致するのでは無いかと

考えております。これは、実現させる事は非常に

困難な夢の様な事業かも知れませんが是非とも皆

様方のお力で、私の夢をかたちにして頂きたいと

思います。本年度一年間、皆様方クラブと足並み

を揃えて楽しいロータリー活動をして行きたいも

のだと考えております。最後になりましたが、北

上会長はじめ南クラブの皆様方のご活躍とクラブ

のご発展を祈念致しまして、表敬訪問のご挨拶と

させて頂きます。今年一年よろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

●釧路北ロータリークラブ 会長  村井 順一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度北クラブの会長を務めます村井です。一緒

に参りましたのは新妻幹事です。どうぞよろしく

お願い申しあげます。7 月 2 日にはお忙しい中我

クラブに北上会長、工藤幹事のお二人に表敬を頂

き又励ましの言葉を有難うございます。北クラブ

では若手の部類に入る私たちですが、松田ガバナ

ー補佐をはじめ、多くの先輩たちがガバナー事務

所や地区大会、50周年事業に張り付いているため、

異例の若手コンビの会長・幹事となりました。そ

ういう意味でも皆様のご指導を仰ぎながら1年間

頑張って行かねばと自らに言い聞かせております。

今年度は、全てが皆様へのお願いの年になります。

10月の地区大会、3月のＩＭ、６月の創立50周年

と、北クラブにとって一大事業が続きます。そし



て何よりも足立ガバナー年度が滞りなく無事終了す

ることが私どもの願いです。何卒釧路南ＲＣの皆様

の絶大なご協力を切にお願い申し上げる次第です。

また、今日はアクトの会長・幹事も表敬に参上いた

しておりますが、ベテラン会員が昨年数名卒業し、

今年度は10名のスタートと聞いております。皆様の

企業の青年を是非入会させていただくよう併せてお

願いいたします。最後になりましたが、北上会長・

工藤幹事さんのご活躍と会員皆様のご健勝を心から

お祈りし、表敬のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

●釧路西ロータリークラブ 会長  大場恵治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今ご紹介をいただきました釧路西ロータリークラ

ブ会長を努めます大場です。 

そして柴田幹事です。当クラブ初めての女性幹事で

す。一年間よろしくお願いいたします。本日は南ク

ラブさんの新しい年度のスタート誠におめでとうご

ざいます。 

出迎えてくれたのが赤タスキを掛けた佐野パスト会

長でした。なんとニコニコと余裕の表情で「やあー」

と迎えていただきました。私も早く余裕の表情で出

迎え出来るようになりたいなあと話したところでご

ざいます。佐野パスト会長一年間御苦労様でござい

ました。ガバナー公式訪問が南クラブさんと当西ク

ラブが同じ11月2日ですので何かとお世話になる事

と思いますがその接は他クラブとの交流と親睦を深

めるという事で、私の今年度のテーマであります「ロ

ータリーを楽しもう」を実践したいと思います。 

最後になりますが釧路南ロータリークラブが北上会

長のもとで素晴らしい活動をされる事と会員皆様の

ご健勝をご祈念申し上げ挨拶と致します。 

 

 

●釧路東ロータリークラブ 会長  奥山 隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南ＲＣの皆様。こんにちは！ 

釧路東の本年度会長、奥山隆と申します。釧路南

ＲＣと釧路東ＲＣの今後の良好な関係のために、

正直な自己紹介をさせていただきます。 

私は釧路東ＲＣで、一、二を争うほどの不良会員

であります。他に類を見ないと言っても過言では

ございません。しかるに、釧路東ＲＣの第38代会

長に就任せざるを得なかったのは、偏に会員不足

としか申し上げられません。これこそ今日、ＲＩ

が直面している重大な危機の象徴でもあります。

我が2500 地区、さらに我がクラブも例外ではござ

いません。4月のＰＥＴＳ・5月のセミナーにて、

組織問題及び財務の実情を知り、根が単純ですの

で、本年度より、かつてないクラブ目標と打開案

を掲げております。クラブテーマは『温故知新』

と『挑戦（チャレンジ）』です。変革には、かなり

痛みが伴うものですが、めげずに変革の魁となる

べくチャレンジしたいと思います。 

私事ではございますが、釧路東クラブには、私と

同一性の会長が過去に二人おりました。第5代会

長の奥山一雄、第 18代会長の奥山俊夫です。前者

は叔父で、後者は父です。その節に皆様よりいた

だいた御厚情に対し、先代達に成り代わりまして

厚くお礼申し上げます。今は二人ともあちらの世

界に旅立ちましたが、いずれ私があちらで合流し

ましたときに、恥ずかしくないようその責を果た

す所存であります。最後になりましたが、釧路南

ＲＣの御隆盛と北上会長、工藤幹事をはじめとす

る会員の皆様の御発展・御健勝を心よりご祈念い

たしまして、ご挨拶に代えさせていただきます。

釧路東ＲＣともども、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

 

 



●釧路ベイロータリークラブ 会長  野崎 幸吉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度ベイＲＣの会長を仰せつかりました野崎でご

ざいます。横に控えますのが私の女房役を引き受け

てくれました春日幹事です。 

1昨年皆様のお陰によって無事10周年を終え、昨年

の貝島会長そして私へと、次の20周年に向けて新た

な1歩を踏み出しているところでございます。はな

はだ私事になって恐縮ですが、平成8年に北ＲＣに

入会させていただいて1年足らず、右も左も解らな

いままスポンサーであった時の松田会長の鶴の一声

で、ベイクラブのチャーターメンバーになりました。

歴史が浅いクラブなものですから、あまり先輩会員

がおらず、「そろそろ覚悟を決めておけよ」と言われ

ながら、『魚屋ごときにロータリーの会長職が務まる

はずがない』と逃げ回っていたのですが、残ったチ

ャーターメンバーで会長をやっていないのは、とう

とう私１人となってしまいました。そんな訳で今日

この晴れがましい席に立たせていただいております

が、幸いにも有能な春日君が２度目の幹事職を快く

引き受けてくれましたので、安心して船出をしたと

いう次第です。思えば10年あまりの間に、インター

アクトの設立や地区大会のホスト、「ベイ」と名の付

く国内の各クラブとの交流など、力以上の活動をさ

せていただきました。そして念願であったガバナー

補佐に、3 代目会長を務めた霞本正美君を次年度の

ガバナー補佐候補に送り出すことを過日の総会で決

定いたしました。皆様には今後とも何かとご支援い

ただかねばならないことも多くなりますが、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、北上会長・工藤幹事のご活躍

と会員皆様のご健勝を心から祈念申し上げ、簡単で

ありますが表敬のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

●音別ロータリークラブ 会長  川村 利明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご紹介頂きました、音別よりきました、今年会長

を務めさせて頂きます川村と申します。 

横には横山寛道と申します。幹事を務めさせて頂

きます。横山は2年連続という事でございまして、

丁度家も私の裏のお寺の住職でございますので、

非常に私としては何でもしやすいかと、年も同じ

でございまして小学校、中学校と共に暮らした竹

馬の友という事でございまして、大変頼りにして

いるところでございます。その今年の、私個人の

目標、これはこの住職から説教を受けまして、「あ

んたは2回目の会長なのだから、もう少し表に向

かって目を開いて、あまり卑屈になっていてはい

けない」という様な事をさんざんでもないのです

けれども2回ほど言われまして、そうだという様

に気付かせて頂いて、多分音別からのこの様な表

敬というには随分無かった事なのかと、今思って

おりまして、これは音別の先輩方が全部卑屈だと

いう訳でも何でもございませんけれども、どうも

地理的要件やその様な事の中で行っていた、18人

のメンバーという事でございますので、どうもそ

の様な事もあったのかという様な気もしておりま

して、今年は二人で皆様のところへそれぞれお邪

魔をしながら勉強させて頂きたいと、その様な 1

年にまずはしていきたいと思っております。音別

は先程申し上げた通りに18名、人口 3,000 人くら

い、今はもうそれを切っているところでございま

すが、その様な中ではなかなか会員の増強も非常

に難しい様な地域でありまして、今年もどうして

もという事で3名の方が退会されました。これは

もう本当に体の事やどうしようもないという事、

その中でもまた3名の方が入会をして頂いて、大

変ありがたく思う次第なのですが、その3名がす

べて私よりも年上という事でございますので、何

とか我々よりも下の方々を我々の会に引き入れる



事が出来ないものかという事で、日夜それぞれの立

場で努力しているところでございますけれども、な

かなか難しいというのが実感でございます。でも

我々に中では地域を通して我々の様なロータリアン

がいなくなるという事、それはすなわちその地域の

があるのだという様な意識の中で友情を培っている

という様な事でございまして、何卒ご理解を頂いて

お通りの節にはご訪問頂ければ大変ありがたく存じ

る次第でございます。本当に音別は何もございませ

んので、友情という言葉しか掛けてあげられない様

な地域でございますけれども、どうぞふるって訪問

して頂いて、刺激を受けさせて頂ければ有り難いと

思っております。最後に北上会長様、工藤幹事様の

今年1年のご奮闘と貴クラブの最後までのご健勝、

ご隆盛をご祈念申し上げまして、ご挨拶に代えさせ

て頂きます。どうぞ1年間お世話になります。よろ

しくお願い致します。 

 

 

 

●釧路北ローターアクトクラブ  会長  福島 賢司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただきました、

今年度、釧路北ローターアクトクラブ会長を務めま

す、福島賢司と申します。隣に居りますのが幹事を

務めてくれます、北上裕士会員です。 

皆様、今年度もよろしくお願い致します。まず始め

に皆様には毎年のご支援を頂き本当にありがとうご

ざいます。会員一同深く感謝しております。今年度

のクラブテーマは『ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ』としまし

た。これはクラブの成長、会員の成長のためにいろ

いろな事に挑戦し、たくさんの経験を積もうという

想いからつけたテーマです。今年度は長くクラブの

柱であった3名が卒業してしまい10名でのスタート

になります。たくさん不安はありますが、若い会員

にはよりたくさん経験を積めるチャンスだと思いま

す。若いクラブになりますので失敗をおそれず、

チャレンジしていきたいと思います。そして、ロ

ータリアンの皆さんが従業員の方やご子息をアク

トに入れないともったいないと思って頂ける様、

世間の評価等含めより魅力あるクラブを目指し一

歩一歩努力挑戦して行きたいと思っております。

その為にも、皆様に是非、例会等にお越し頂きご

意見等頂ければ幸いです。そして本日、会員増強

に向け作成しましたパンフレットを皆様のお手元

にお配りしています。興味をもって頂けましたら

会長・幹事までご連絡頂きたいと思います。また

26日（土）にパレスボウルにてボーリング例会を

行います、そちらの案内も合わせてお配りさせて

頂いておりますので若い従業員の方等いらっしゃ

いましたら是非一度ご紹介して頂きたいと思いま

す。最後になりましたが、釧路南ロータリークラ

ブ様の益々のご発展と、会員皆様のご健勝をご祈

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、どうぞよろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会場：釧路ロイヤルイン 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

７月１１日（金） 

「 役員・理事就任挨拶 活動計画発表１ 」 

クラブアッセンブリー 

会場 釧路ロイヤルイン 

 担当：会長・幹事 

・点 鐘               北上会長 

今週の会報担当：長倉巨樹彦会員 


