
 
 

 

 

 第 16 回  例 会 報 告  2008.10.31  通算 1275 回 

 
・点 鐘          長倉副会長 
 
・ロ ー タ リ ー ソ ン グ 

｢手に手つないで｣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ソングリーダー  原田 眞則会員 

 
・誕 生 祝 
 和田  優会員  Ｓ21. 11. 6（62 歳） 
 
・結 婚 祝 
 山本 美穂会員   H 4. 11. 2（16 年目） 
 伊東 良孝会員  Ｓ53. 11. 3（30 年目） 
 高橋 康成会員  Ｓ42. 11. 5（41 年目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山本会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高橋会員 

 
・会 長 挨 拶     長倉巨樹彦副会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日、北上会長は所用にて欠席となっております。 
先週の理事会で話が出ておりましたが、来年にタ

イ３３３０地区、韓国３５９０地区のそれぞれ地

区大会が行なわれ、当クラブからも参加する予定

となっております。 
まだ、先の話ではありますが事前にご検討されま

すようお願いいたします。 
追って、幹事より案内されます。クラブからの補

助金も考えられております。 
それから、明後日の日曜日がガバナーをお招きし

てのクラブ協議会とガバナー公式訪問例会となっ

ております。協議会につきましては、委員長の出

席、もしくは代理、３年未満の会員が出席となり

ますので、公式訪問は通常例会です、休日の例会

となりますが出席をよろしくお願いします。 
又、１２月の第一週が年次総会となります。 
後一ヶ月と迫っていきました。 
来年度の幹事、会長エレクト他役員、理事の選考

があります。皆様のご協力をお願いいたします。 
 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 釧路ローターアクトより 11 月例会のご案内を拝

受しております。 

* 釧路市民活動センターわっとよりセミナーのご

案内を拝受しております。 

* 国際ロータリー第 2500 地区、山本ガバナーエレ

クト事務所開設のご案内を拝受しております。 

* ロータリーワールドを拝受しております。 
* 釧路北ＲＣより 11 月例会プログラムのご案内を

拝受しております。 

* 釧路西ＲＣ、釧路東ＲＣ、釧路ベイＲＣより 11
月例会プログラムと会報を拝受しております。 

* 国際ロータリー年次大会が2009年6月21日英国

バーミンガムで開催されます。参加申込のご案内

を拝受しております。 

* 釧根社会福祉会よりみんなで創る釧路の安心～成

年後見制度普及セミナーのご案内を拝受してお

ります。11 月 30 日（日曜日）まなぼっと幣舞大

ホールにて開催。 

* 11 月 2 日（日曜日）ガバナー公式訪問例会の為、

次週 11 月 7 日（金曜日）は休会になります。 

 

 

 

 

・委員会報告 
親睦委員会 

・本日のニコニコ献金 
 和田  優会員  誕生祝として 
山本 美穂会員  結婚祝として 

 伊東 良孝会員  結婚祝として 

 高橋 康成会員  結婚祝として 

 船戸  二会員  金婚式を迎えました 

 

 

 

 

・本日のプログラム 

「 ガバナー公式訪問を前にして 」  

                 担当 会長・幹事 

ガバナー公式訪問クラブ協議会・式次第 

日 時 平成 20年 11月 2日（日曜日） 

10：30～13：30（10：00までに集合） 

会 場 釧路ロイヤルイン11階 

午前 9：30～10：25 会長・幹事懇談会  

10 階小会議室  

出席者 足立ガバナー･北上会長･工藤幹事 

（ホテル側用意 お茶・コーヒー） 

クラブ協議会出席者 

ＲＩ第 2500 地区 足立功一ガバナー 

第 7分区 松田信明ガバナー補佐 

ＰＥＴＳ・地区協議会 松原久幸実行委員長 

（お客様 2 名は午前 10：20 分前後に、ご来訪さ

れますので、10階小会議室まで佐野ＳＡＡが誘導

ご案内お願い致します。） 

（佐野ＳＡＡは全会員携帯電話の電源を切るか

マナーモードのお願い。10：28 分佐野ＳＡＡは

10階小会議室にお迎えに行く） 

午前 10：30～12：15 クラブ協議会 11階 

（ホテル側用意 ペットボトルのお茶） 

司会進行 工藤ゆかり 

（全員起立し拍手にてお迎え） 

10：30～ 

（佐野ＳＡＡの誘導で入場） 

会長・・・点鐘 

公式訪問 来訪者紹介・・北上会長より…2分 

• 2008～2009 年度ＲＩ第 2500 地区 

足立 功一ガバナー 

• 第7分区ガバナー補佐   松田 信明 

• ＰＥＴＳ・地区協議会実行委員長 

松原 久幸 

10：35～10：40挨拶 

ＲＩ第 2500 地区 足立ガバナー･･･5 分前後 

10：40～10：45挨拶 

ＲＩ第2500地区第 7分区松田ガバナー補佐･･･ 

5 分前後 

10：45～10：48会長挨拶 

北上会長より･･･3 分前後 

午前 10：50～12：15  

クラブ協議会開始･･･各委員会 3分以内 

進行スケジュール説明・・・工藤会長エレクト 

司会 紹介 

10：50～11：38 

会長方針・・・北上会長 3分 

各委員会活動計画発表 

（活動計画書を忘れずに持参） 

• クラブ奉仕委員会 

木内治彦委員長（佐野実副委員長）10：53～ 

• 出席委員会 

山本美穂委員長（清水哲副委員長）10：56～ 

• クラブ会報委員会 

長倉巨樹彦委員長（佐藤玄史副委員長）10：59～ 

• プログラム委員会 

清水哲委員長（北村甲三副委員長）11：02～ 

• 親睦活動委員会 

菅井紀之委員長（長倉巨樹彦副委員長）11：05～ 

• メディア委員会 

渋谷諭委員長（花田善廣副委員長）11：08～ 

• 職業分類会員選考委員会 



森江洋之委員長（太田一男副委員長）11:11～ 

• 会員増強委員会 

佐野実委員長（菅井紀之副委員長）11：14～ 

• ロータリー情報委員会 

安藤整治委員長（花田善廣副委員長）11：17～ 

• 職業奉仕委員会 

花田善廣委員長（森伸一郎副委員長）11：20～ 

• 社会奉仕委員会 

原田眞則委員長（和田優副委員長）11：23～ 

• 環境保全委員会 

長江勉委員長（伊東良孝副委員長）11：26～ 

• 新世代委員会 

多田和代委員長（和田勝利副委員長）11：29～ 

• 国際奉仕委員会 

福井克美委員長（船戸 二副委員長）11:32～ 

• ロータリー財団委員会 

小野一明委員長（宝力力副委員長）11：35～ 

• 米山記念奨学会委員会 

高橋康成委員長（佐藤玄史副委員長）11：38～ 

松田ガバナー補佐講評･･･ 

質疑応答・助言・15分前後 11：38～ 

足立ガバナーより総評･･･10 分前後  11：53～ 

閉会の挨拶･･･長倉副会長･･･2 分前後 12:03～ 

会長・・・点鐘 12：05 

お客様休憩 10階小会議室 

（佐野ＳＡＡ誘導）・12：28まで  

足立ガバナー・松田ガバナー補佐・松原ＰＥＴＳ・

地区協議会委員長 

（時間調整をこの休憩時間内で調整いたします） 

お客様 公式訪問例会出席 

 地区副幹事 丹葉一恵（佐野ＳＡＡ誘導） 

12：28 

（例会開始2分前に佐野ＳＡＡ10階小会議室にお迎

えに行く） 

公式訪問例会 12：30～13：30 

司会 菅井副幹事 

会長･･･点鐘 

国歌斉唱及びロータリーソング（奉仕の理想） 

お客様と来訪ロータリアンの紹介 

• 2008～2009年度ＲＩ第2500地区足立功一ガバナー

（あだちこういち） 

• 第7分区ガバナー補佐松田信明（まつだのぶあき） 

• ＰＥＴＳ・地区協議会実行委員長松原久幸 

（まつばらひさゆき） 

• 地区副幹事 丹葉一恵（たんばかずえ） 

慶祝会員の紹介 

お食事 12：40～12：50（ホテル側用意） 

会長挨拶 12：50～12：53 

幹事報告 12：53～12：54 

委員会報告 12：54～12：55 

本日のプログラム12：55～13：25 

「第 2500 地区足立ガバナー公式記念講和」 

足立功一ガバナー 

次週のプログラム 

会長･･･点鐘 

記念写真撮影・・・12：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム、公式訪問例会説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち合わせ状況 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

１１月２日（金） 

「 ガバナー公式訪問例会 」 

会場 釧路ロイヤルイン11Ｆ 

 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 


