
 
 

 

 

 第 23 回  例 会 報 告  2008.12.19  通算 1282 回 

 
 
・点 鐘           北上会長 
 
・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  安藤 整治会員 

 
 
・お客様と来訪ロータリアンの紹介 
 根室西ロータリークラブ  近藤英紀君 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バナーの贈呈 

 
 
・入 会 記 念 祝 
 北村 甲三会員  H 13. 12. 20 （7 年目） 
 
 
・誕 生 祝 
 原田 眞則会員  Ｓ24. 12. 24（59 歳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・会 長 挨 拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
根室西クラブ近藤さん本日は良くいらして頂きま

した。ごゆっくりしていらして下さい。本日は半

期最後の理事会が行われますが、ガバナー事務所

より釧路北ロータリークラブよりの章典規則の改

正に関する制定案１  
２００７年度ロータリー章典から削除された「決

議２３－３４」の第一条を「ロータリー章典」に

明記するよう国際ロータリー理事会に要請する件

と 



制定案２ 
２００７年度ロータリー章典から削除された「決議

２３－３４」の第五条を「ロータリー章典」に明記

するよう国際ロータリー理事会に要請する件のクラ

ブとしての賛成か反対かと言う結論を来週末までに

との事で通知がきておりますがずいぶんと急な話で

ありますが検討いたしたいと思いますが、よろしく

お願いします。 
 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 釧路北ローターアクトクラブより 12 月第 2 例会

のご案内を拝受しております。 

* 釧路北ローターアクトクラブより 1 月新年例会の

ご案内を拝受しております。 

* 12 月 19 日 18 時 30 分より 2 丁目ビル 3 階にて理

事会があります。 

 

 

 

・委員会報告 
親睦委員会 

・本日のニコニコ献金 
 北村 甲三会員  入会祝として 
原田 眞則会員  誕生祝として 

 

 

出席委員会 

会員26名 14名出席 53.8％ 

 

 

 

• ゲスト講話 根室西ＲＣ 近藤英紀会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
先輩よりメーキャップの際は必ず卓話をするよう

言われておりますので、一言お話をさせていただ

きます。根室西ロータリークラブの近藤 英紀 

昭和２２年６月５日Ｂ型双子座です。よろしくお

願いいたします。昨今、非常に厳しい経済状況で

ございますが、銀行にいじめられている今日この

頃です。私どものクラブは今５０名居りまして、

創立３６年目を迎えております。 
最高年齢は７７歳、最低年齢は３２歳。平均年齢

は５８歳くらいになるかと思います。 
今年度はクラブの職業奉仕委員長も仰せつかって

おります。今年度非常に感動した事が御座いまし

て、職業奉仕の今年のテーマは優良従業員を表彰

させていただくと言う事で、企業にお計りをいた

だきましたところ３名のご推薦が御座いました。

1 名は７７歳の方で看護士長をなさっておりまし

て４７年間看護士をやっているという事です。 
それから４３年間バスガイドをやっている。 
もう一人は化粧品会社にお勤めで２２年間化粧品

の指導をしているということで３名の方を表彰さ

せていただきましたけども、私共が感動したのは、

その方々がこられて涙ぐんでおられまして「こう

いう形の中で表彰を受けるなんて思ってもいませ

んでした」とのことで、非常に感動しておられま

した。たったあれだけの事業で喜んでいただくと

言う事はロータリーに感謝です。 
それと、今年度地区の新世代委員長を仰せつかっ

ておりまして５月に映画「アース」の上映を行な

います。各クラブの方々にもご助言、ご助力をお

願いいたします。 
 

 



・本日のプログラム 

「 上期の反省・下期の検討 」  

                 担当 会長・幹事 

• 北上会長 

なんと言っても会員 2 名の減員で、折り返しそうで

申し訳ないと思います。多田さん、和田さんそれぞ

れに仕方ない事情であります。 

多田さんは、ご家族の看病、お母さんが北見市で大

変苦労して看病しているらしいので今度又、是非期

待して待ちたいと思いますが。和田さんは、建築現

場からの転落死であり大変不幸な事故でありまして、

ご家族に深く哀悼の意を表すと同時に、後継者にも

当ロータリークラブの誠意を葬儀で深く感じて頂い

た事と思っております。工藤幹事にはご苦労様です

が、引き続いてのお誘いをお願いしたいと期待を持

ってのお願いも、申し上げます。色々反省点ばかり

でしたが、タイのマングローの再生運動、タイのク

ラブの交流は相手にも喜ばれホットしたのが嬉しい

ことでありました。後半半期の盛り返しを頑張りま

しょう。 

 

 

 

 

• 工藤幹事  

皆様のおかげで上期も無事終了しようとしておりま

す。理事役員・会員の皆様のご協力誠にありがとう

ございました。幹事の仕事は本当に色々しなければ

ならない事が沢山あり失敗もありました。 

反省の数々です。幹事経験者の長倉副会長には色々

教えて頂き本当に感謝しております。また、船戸理

事には、私がどうして良いのか分からない時など、

明確なアドバイスを頂き誠にありがとうございまし

た。さらに、親睦委員の皆様にも助けられ感謝して

おります。 

上期、幹事として反省しなければならない事が沢山

ありました。 

1. プログラムの見直し 

特に12月はクリスマスが1日遅れになってしまい

誠に申し訳なく感じています。 

2. 何かと、出欠の連絡･報告が遅くなり会員の皆様

にも迷惑を掛けてしまい誠に申し訳なく痛感し

ております。 

3. 地区大会でも色々反省しなくてはいけない事

がありました。 

4. ガバナー公式訪問でも皆様に助けられ感謝し

ております。 

5. ライラセミナーでは前日のドタキャンがあり

ましたが、多田会員のフォローで何とか無事ラ

イラセミナーも終了できました。 

7月のスタートから 

他クラブの周年行事からオスマン氏歓迎そして

数々のセミナーなど毎月毎月何かの行事があり、

こなすことに追われあっという間の半年でした。 

上期は南ＲＣは会員が 2名減で、現在 26名です。 

下期は増員 4 名目標で、会員増強委員長には特に

お願いをし目標 30 名に向かって下期に向かいた

いと思っております。上期も無事終了しようとし

ております。本当に有り難うございました。 

下期も一生懸命頑張りますので皆様のご指導これ

からも宜しくお願い致します。簡単ではございま

すが、時間の都合上これで終わらせて頂きます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

• 社会奉仕委員会 原田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、重点目標として3点掲げております。 

一つは植樹です。これは来年の春に予定しており

ます。それから献血の拡大推進で日赤血液センタ

ーと打合せ中ですが駅周辺ではやれないので、来

年の日程で調整します。それからさわらび学園の

訪問と交流です。これも下期の予定です。 

新世代の方ではライラセミナーが終わっておりま



す。若い青年と会長も出席していただいております。

年明けには皆様の協力をお願い致します。 

それから先週、財団への寄付も皆様よりいただき下

期も引き続きロータリー財団への寄付と米山奨学金

への寄付の呼びかけも継続してまいりますのでよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

• クラブ奉仕委員会 木内委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度上期もあと 2 週間で終わります。北上会長に

よるクラブ運営も順調に進んでいると思います。ま

た、クラブ奉仕委員会としても、活動計画書に沿っ

た内容、月間のテーマを重視し、上期を終了しよう

としております。 

小委員会ごとの反省と、下期の検討をお話させて頂

きます。 

◎ 出席委員会の反省点としては、会員の出席率向上

が出来なかった点と、集団メーキャップが実現で

きなかった。 

下期の検討としては出席率向上に向け、他の委 

員会と連携して、100 パーセント出席に挑戦し、

クラブの活性化に貢献したいと思う。 

◎ クラブ会報委員会の反省点としては、会報製作の

遅れ、委員欠席時の会報担当者割り当てがスムー

ズに出来なかった。 

下期の検討としては、担当者欠席時の割り当て 

を明確にして運営をはかる。会報の遅れに関して

は、例会終了後2週間でホームページに記載する。 

◎ プログラム委員会の反省点としては、活動計画製

作時に、年間プログラムを製作してまいりました

が、会運営の諸事情により変更等がありましたが

他の委員会と綿密に打ち合わせをして内容の

充実をはかりたく思っております。 

◎ 親睦活動委員会の反省点としては、お客様、来

訪ロータリアン出席時の座席への案内遅れ、退

席のドアの開け閉めなどの気使を徹底する。 

下期の検討としては、ニコニコ献金の充実をは

かりたいと思います。 

◎ 職業分類・会員選考委員会の反省点としては、

特にございませんが会員増強委員会と連携し

新入会員の資質向上を図る。 

◎ 会員増強委員会の反省点としては、会員の退会、

不慮の事故により会員数減となり、責任の重大

さを感じております。またクラブフォーラム開

催時に会員増強のお話をさせていただいてお

りますが、会員のお力がなければ、出来ません

ので更なるご協力をお願い致します。 

以上クラブ奉仕員会の上期の反省・下期の検討の

発表とさせていただきます。 

 

 

 

 

• 花田職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度初めに掲げました活動計画の重点目標に対し

て、上期の状況をご報告致します。 

クラブの重点目標 

1. 職場訪問移動例会を行う。 

・職業奉仕月間の10月 3日に「孝仁会記念病院」  

へご夫人 4名を含む 19名で開催しました、現在

医療の最先端を見学しました。尚、今朝の新聞

によりますと、ドクターヘリの配置がほぼ決ま

ったとのこと、益々「孝仁会病院」は道東の地

域医療の拠点になって行かれるのだと感じます。 



2.全ての会員に「四つのテスト」を周知し、毎月 1

回例会で全員が唱和する。 

・南クラブの伝統あります、月の第一例会には必ず

唱和をしております。 

3.地域社会に貢献している個人、団体を表彰する。 

・お客様の近藤さんから根室の 3 人の職業人の表彰

をされたとお聞きしました。 

・うちのクラブは一昨年、80才を越えた美容師とし

て一線で活躍されていらっしゃった坪井さんを表

彰致しましたが下期に人選、検討を行いたいと思

います。 

4.職場で高校生や大学生のためのインターシップの

場を提供していただく。 

・これは各学校からの申し込み等で会員各職場で実

施していることと思います。私の事務所は「釧路

工業高校」から1名受け入れました。 

 

 

 

 

• 福井国際奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上期の報告という事で、前年度から繰り越されてお

りましたＷＣＳを社会奉仕委員会の方で担当しても

らっております。3330 地区のマッチンググラント、

クリーンウォータープロジェクトという浄水器のプ

ロジェクトです。第 7 分区として予算の関係上、当

クラブだけでは実現出来ないという事から、分区と

して取り組むことで実現する事となりました。 

財団への送金は花田さんから終わったという事で、

財団から 3330 地区への送金が済み次第このプロジ

ェクトが実施されるという事で進んでおります。 

又、10月の地区大会には国際交流ということで3330

地区タイから 6 名のお客様が見えられました。前年

度ＧＳＥ団長のトゥイさんご夫婦と、タイのガバ

ナーとロータリアンで6名来られました。 

前年度にトゥイさんが来られた時に当クラブの北

上会長のところにホームスティをしたという関係

で、当クラブでもおもてなしをきちっとしようと

いう事を目標に掲げておりました。 

お陰様で皆様のご協力により無事に帰国しました

が、大変喜んでいただきました。初日から飛行機

が到着できないという事がありました。皆様には

弟子屈まで足を運んでいただいて待っていたとこ

ろ、札幌へ行ってしまったというアクシデントも

ありましたが、翌日も皆様には暖かくおもてなし

をしていただき、2 日間共に過ごしていただき大

変感激していただきました。 

先週、財団への寄付も皆様よりいただき、下期も

引き続きロータリー財団への寄付と米山奨学金へ

の寄付の呼びかけも継続してまいりますのでよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

１２月２６日（金） 

「 年末家族忘年会 」夜間例会 

会場 釧路ロイヤルイン11Ｆ 

 担当：親睦活動委員会 

・点 鐘               北上会長 

今週の会報担当：長倉巨樹彦会員 


