
 
 

 

 

 第 35 回  例 会 報 告  2009.3.27  通算 1294 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  佐野 実会員 

 
・入 会 式 
新入会員 雲津 義明君（Ｓ31. 8. 3 生） 

 ㈲アイコム 代表取締役 運転代行業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめまして。 
今回、縁がありまして入会させていただいた、雲

津と申します。 
何分、こういう会は初めてですので、皆様のご指

導を宜しくお願い致します。 
 
 
 



・結 婚 祝 
 清水 哲会員  Ｓ47. 3. 31 （37 年目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・会 長 挨 拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こんにちは。現在は、まだタイの楽しい思い出が頭

の中を巡っております。 
あまり楽しく話しますと、私のもとから幸運が逃げ

るような気がいたしますので、ほどほどに後程ご報

告申し上げます。 
そして、雲津さんの入会を心から歓迎いたします。 
 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 第７分区松田ガバナー補佐・第８分区笹谷ガバ

ナー補佐よりＩＭが大成功で終了しましたと、

お礼のお言葉を頂きました。また、チャリティ

オークションでは総計366,000 円の浄財となり

財団ポリオプラスに指定寄付。 

 

* 3 月 19 日（木曜日）第 7 分区企画のアースの上

映が無事終了しました。南 RC から木内会員、

長江会員、工藤会員、高橋会員、佐野会員、長

倉会員の計 6 名の参加でした。第 7 分区松田ガ

バナー補佐よりアース上映会が無事開催でき

ましたとお礼のお言葉を拝受しております。 
 
* 国際ロータリー第 2500 地区ローターアクト第

35 回地区大会参加のご案内を拝受。 
平成 21 年 5 月 16 日～17 日帯広にて開催 

 

* 米山梅吉記念館 春季例祭のお誘いを拝受 
 平成 21 年 4 月 26 日（日曜日）14:00～ 
 

* 名寄ロータリークラブより創立 50 周年記念式

典・祝賀会のご案内を拝受。2009 年 5 月 17 日

（日曜日）名寄グランドホテル藤花 
 

* 2009 年 4 月のロータリーレートは 1 ドル 98 円

です。 
 

* 次年度役員変更のお知らせ 

 

 

 

 

・委員会報告 
親睦委員会 

・本日のニコニコ献金 
 清水 哲会員  結婚祝として 
 

 

 

出席委員会 

会員27名 15名出席メイキャップ6名 78％ 

 

 

 

 

 



・本日のプログラム 

「 ＩＭを終えて 」  

                 担当 会長・幹事 

• タイ訪問報告 北上会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー2500 地区マッチンググランド事業 

「タイ 3330 地区水質浄化槽設置事業への視察及び

釧路南ロータリークラブのタイサコーンクラブの

子供達へのオモチャのプレゼント事業及びマング

ローブ再生事業への寄付に対しての感謝状授与式

典への参加について」3 月 12 日の釧路から･･･出発

２日前に、私の道東ヘアメイク専門学校の午前の卒

業式に続いて釧路高等理容美容学校から道東ヘア

メイク専門学校への改名後 10 年の節目事業を慌し

く終わらせての参加で帰って来てからも、忙しく過

ごしています。成田から 13 日に、出発しバンコク

には午後3時近くに到着し昨年、一昨年と当クラブ

での友好を深めているナコンサマラートロータリ

ークラブのトィ夫婦の出迎えを受けてレンタカー2

台に分乗し、約1時間の高速ドライブにて、地区大

会の開かれるリバーホテルでの「友情の宴」カーボ

ーイナイトに参加しましたが国際色豊かな宴で白

人系からインド、アジア系の方など輪が一つになっ

ての楽しいものでした。中でもアトラクションでは、

各代表による司会の女性に見習ってのダンスでは、

某クラブの方の、華麗な足技での熱中演技が好評を

博しての最高賞を頂き盛り上がり、楽しい幕開けで

スタートしました。翌日はRID3330 地区、地区大会

で前日以上の各国の華麗なカラーが出る、あまり形

にはまらない、華やかな賑わいある開会式典は、素

晴らしく十分にタイロータリーの、余韻を刻ませる

セレモニーでした。その後市内観光では王家の別荘

見学を足立ガバナー小船井PGなど笹谷GS委員長他、

中標津 4 人、帯広 4 人の総勢 12 人での市内観光を

終えて戻り、夜はナコーンパトムの地区大会での懇

親パーティでバナー交換を 5 クラブと行いました。

4 日目は地区会場からバンコクの王宮観光でしたが、

ひどい人ごみの中で私は寺院の途中で迷子になり

ましたが、幸い昨年釧路で知り合ったタイ 3330

地区ガバナー ベィチット ラトマニー夫婦の

息子で、前日知り合ったばかりのゴット君と、前

日同じく紹介され一緒に酒を酌み交わしたマレ

ーシアのガバナーで、Drラジンダーシン夫婦にば

ったり出会いゴット君の携帯電話でお母さん経

由でトィさんに、そして私にとリレーで連絡が取

れ、無事保護されたのは本当に、ラッキーでその

後はなるべく手を合わせて人に挨拶をするよう

にした自分を改めて未熟と思う私です。その日は

それから飛行機で、トィのナコーンシシテイに飛

びツインロータスホテルでの歓迎パーティに出

席し、県知事らの挨拶を受け恐縮したものです。

5 日目は、セレモニー参加で心身障害者施設への

訪問で 2500 地区からの寄贈された障害者の移動

教室カーの贈呈セレモニーへの参加は、150 人以

上の関係者、知事、郡長、園児の歓迎を受けるな

ど雰囲気は、戦後の日本での進駐軍の慰問訪問の

ことが頭をよぎりました。その後他の2町の主に

マッチンググランドでの、浄化槽設置校の訪問後、

山田長政公の基地講演での記念手形のコンクリ

ートへの押手はまだまだ数人の日本人だけの、後

に私の手形があるのは押してから改めて恐縮至

極の心境でした。長政公只々、ごめんなさい。そ

の後は約4時間のドライブの後プーケットへ着き

そこでの遊具は、ディズニーほどではないがレス

トランの巨大さと 16 頭の象を中心にした人と鶏

や鳩などの巨大ステージのショーは圧巻、勇壮と

言うに相応しい素晴らしいものでした。ホテルは

ロータリアンがオーナーのリゾート、コンドミニ

マムで是もプールが2ヶ所ある素敵な部屋と広々

した室内は、一人には寂しい位でした。翌日観光

とゴルフに別れ私は高速ボートで約1時間のピピ

島での海と太陽と魚の魅力一杯のダイビングを

して来ました。帯広ロ－タリークラブの曽我さん、

手は大丈夫ですかね。チョット怪我されたのは可

愛そうでした。お大事に。タイ最終日は買い物と

最後の晩餐をロータリアンのプーケット空港の

近くの海浜レストランでの食事と夕日の素晴ら

しさはムード派の私には、別れの切なさがほのか

に漂いセンチメンタルに浸ったのをなぜか鮮明

に覚えています。さよならタイ、プーケット。明

るかった、施設の子供達。楽しかった中標津、帯

広のメンバー有難う御座いました。 

 

 

 



• IM 報告  工藤幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、中標津で開催された第 7・第 8 分区、合同

ＩＭも皆様のご協力で無事終了する事が出来まし

た。ありがとうございました。出席者は船戸会員・

福井会員・花田会員・清水会員・佐藤会員・佐野会

員・長倉会員・木内会員・伊東会員の9名と北上会

長と幹事の工藤と合計 11 名でした。移動は貸し切

りバスで北・東・南の 3 クラブ合同で約 40 名前後

の乗車でした。阿寒バスを出発してプリンスホテ

ル・釧路ロイヤルイン・緑ヶ岡 72 を周り中標津へ

向かいました。北クラブ様がゲーム等用意してくだ

さいまして、到着時間あてゲーム・対向車台数あて

ゲーム等、とっても楽しく、あっという間の2時間

でした。（北上会長もほとんど寝ませんでした）特

別講演は直前ＲＩ理事の渡辺好政先生の講演でテ

ーマは「国際ロータリーの現状と職業奉仕」のお話

でした。お話の中で決議23･34 への熱き思いについ

てのお話がありました。また、職業奉仕がいかに大

切か重要なのか沢山お話して下さいました。参加で

きなかった会員の方は是非ＩＭ報告が来ましたら

読んで頂きたいと思います。ロータリーを語るでは

弟子屈ＲＣの今井会員が京都ＲＣに9年在籍して弟

子屈に移住して弟子屈ＲＣになかなか入会させて

もらえなかった事などのエピソードを楽しくお話

して下さいました。中標津RCの杉本会員が1988 年

にＲＣに入会させていただき最初は例会も休みが

ちで不良会員だったけれどもライラセミナーに参

加してロータリーの楽しみを知った事など、入会し

て 2 年目で会長になった事など 21 年間を振り返り

お話して下さいました。釧路西ＲＣの柴田会員が国

際ソロプチミストに 20 年在籍していたこと。釧路

西ＲＣにご主人が在籍していましたが亡くなられ

たことで釧路西ＲＣから入会の話がありご主人の

ことも色々あり入会させていただきました等々お

話の中でロータリーについてとても熱い思いと志

と新年があることを感じました。福井会員がＧＳＥ

についてお話してくださいました。とても分かり

やすくすばらしい発表でした。ＩＭ報告が来まし

たら是非読んで頂きたいと思います。ロータリー

鼎談では直前ＲＩ理事の渡辺好政先生と清水幸

彦パストガバナーと道下俊一パストガバナーそ

してコーディネーターに足立功一ガバナーを交

えての鼎談でした。色々なお話の中で、やはり女

性会員が居ると例会等が和むし女性ならではの

気配りがあるなど女性会員についてのお話があ

りました。私も女性なのでとても印象に残ってお

ります。こちらもＩＭ報告が来ましたら是非読ん

で頂きたいと思います。友愛の広場では、会員相

互の親睦と友好の輪を大切にしている懇親会で

した。また、ポリオ支援のチャリティオークショ

ンがあり、思考されておりました。何か、今まで

に無いＩＭで良かったと思いました。足立ガバナ

ー・松田ガバナー補佐・笹谷ガバナー補佐・小松

実行委員長始め中標津ＲＣ会員の皆様、大勢の関

係者の皆様本当にお疲れ様でした。そして、何よ

り南ＲＣの会員皆様のご協力誠にありがとうご

ざいました。以上、ＩＭ報告とさせて頂きます。 

 

 

• 福井会員 談話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長、お疲れ様でした。私もできれば同行したか

ったと思っております。 
談話内容  タイの方々との思い出話、又、ＧＳ

Ｅの件についてのお話を頂きました。 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

４月３日（金） 

「 新入会員歓迎会 」 

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：長井一広会員 


