
 
 

 

 

 第 45 回  例 会 報 告  2009.6.19  通算 1305 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 記 念 祝 
 小野 一明会員  Ｓ57. 6. 23 （27 年目） 
 森江 洋之会員  Ｓ63. 6. 25 （21 年目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花田会員 
 
 
・誕 生 祝 
 花田 善廣会員  Ｓ25. 6. 19（59 歳） 
 菅井 紀幸会員  Ｓ41. 6. 21（43 歳） 

 
 
・会 長 挨 拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
根室ロータリークラブ５０周年に福井会員の車にお

世話になり工藤幹事と３人で参加して参りました。

会場は根室商工会議所での開催でしたが、福井富士

雄会長の点鐘に始まりましたが、遠くは黒部 RC、
名寄 RC、帯広 RC 始め７,８分区から含め２４RC
が集結し記念講演は「道東の自然」環境省稀少野生

動物種保存推進員高田令子さんの北方領土を含めた、

生態系の講演は身近な題材を分かり易く話されて、

山好きの自分には楽しい一時でした。帰りの車中は

高尚なお話を、福井さんから話されて、工藤幹事共々

勉強をつまなければと、心引き締めて家路について

まいりました。以上です。 
 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 根室西ＲＣより６月例会プログラムとクラブ会報

を拝受しております。 

* 次週２７日(土曜日)は、最終例会キャンドルサービ

スです。 

* ７月のロータリーレートは１ドル９８円です。 

 

 

・長倉次期幹事より報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期幹事からということで、ご案内とお願いがござい

ます。 
来年度の韓国からの短期留学生の件でございますが、

２５００地区の第７分区で担当することとなりました。

受け入れの期間は平成２１年８月３日から８月１１日

の８日間、人数はまだ未定ですが、約１０名程度とい

うことでございます。各クラブより１名のホームステ

イ先を選出することになっております。改めて、お願

いの案内を送らさせていただきますが、是非、受け入

れたいという方がいらっしゃいましたら、と思ってお

ります。 
それと、来年度、各クラブの表敬訪問は、予定通り第

１回例会の７月３日となっておりますので、多数の出

席をお願い致します。 
 

 

 

 

・委員会報告 
親睦委員会 

・ 本日のニコニコ献金 
 小野 一明会員  入会記念祝として 
 森江 洋之会員  入会記念祝として 

 花田 善廣会員  誕生祝として 

 菅井 紀幸会員  誕生祝として 

出席委員会 

会員28名13名出席メイキャップ4名 61％ 

 

 

 

 

・本日のプログラム 

「 この１年を顧みて 」  

                 担当 会長・幹事 

●北上会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『釧路南ＲＣ20年度～21年度を振り返って』 

前回もお話ししましたが本当に後一息と思うのが

実感です。実はこの原稿2日前に考えまして、夜の

今 8 時 30 分、目は少し忙し過ぎて目もうつろ加減

ですが、頭の隅がポツンと軽く冴えてる風があり、

何かやはり何故か心浮く感じがあって疲れている

けれどもペンならぬフィットタッチでパソコンに

向かえている北上がいます。 

総じて改めて、この1年を振り返って、と問われる

と何故か反省をしなさいと思い、思われている自分

を慰め、心ばかしですが結構誇りに思うのが、納得

いけてる心境で良い気持ちであります。 

正直、私の精神構造は末路未踏の自己破壊を、創造

しながら、いや一瞬脳裡を過る、少々黄昏快感魔的。

何とかＲＣ会長も後1週間何事もなく、早く過ぎて

と真髄から願うところであります。 

ＲＣの諸先輩はその行事、実績が普遍の史実に唖柄

う事ない堅実さを、常に示して頂いていました。 

間違いなく私の、羨望の姿形の人物といえる方が沢

山居られます。行事等の語らいや、実績の執行の思

い出も、沢山ありますが幹事の工藤ゆかりさん、ロ

ータリーの先輩にして営業の要であります。 

副会長の長倉さん、会計の長江さん始め各理事、委



員長、担当委員のご協力に、深甚なる敬意と、友情の

溢れた助言を賜った事を最大の糧として、一生の心の

記念碑に刻みます。 

2008～09年、後見出来ない貴重なこの1年間を私に託

してしまった事を、後悔した方も幾人かは居られる筈

ですが私があえて貢献を自賛すれば、間違いなく今後

の会長は、確かな確実な相当重い自信を持って出来る

と、予測させえる最も確かな存在に成ってあげた事で

あります。 

 

 

 

 

●工藤幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期、残すところ次週の最終例会のキャンドルサービ

スのみとなりました。会員の皆様のご協力により無事

幹事職を終わろうとしています。ありがとうございま

す。また、事務局の三浦さんにも沢山助けて頂き感謝

しております。思い返すと色々大変でしたが充実感も

あり幹事を請けて本当に良かったと、この1年を顧み

て思います。また、北上会長の包容力とやさしさには、

感無量です。北上会長年度の幹事で本当に良かったと

思いました。また、長倉副会長には、北上会長が仕事

の都合やタイの地区参加等々で例会を欠席する事があ

り色々助けていただきありがとうございました。 

また、木内副幹事にも、言葉では言えないほどの感謝

でいっぱいです。会員皆様のご協力誠にありがとうご

ざいました。 

それでは、この1年のクラブの事業と地区と分区の事

業につきまして報告させて頂きます。 

7月4日 表敬訪問 

第2500地区第7分区ガバナー補佐 松田信明君 

第2500地区第7分区幹事     丹羽芳広君 

釧路ＲＣ   会長  川合 隆俊君 

釧路ＲＣ   幹事  武藤 勝治君 

釧路北ＲＣ  会長  村井 順一君 

釧路北ＲＣ  幹事  新妻 緊市君 

釧路西ＲＣ  会長  大場 恵治君 

釧路西ＲＣ  幹事  柴田 瑞枝さん 

釧路東ＲＣ  会長  奥山 隆君 

釧路ベイＲＣ 会長  野崎 幸吉君 

釧路ベイＲＣ 幹事  春日 賢二君 

音別ＲＣ   会長  川村 利明君 

音別ＲＣ   幹事  横山 寛道君 

釧路北ローターアクトクラブ 会長 福島賢司君 

釧路北ローターアクトクラブ 幹事 北上裕士君 

表敬訪問は以上15名のお客様でした。 

 

8月1日  家族同伴夏祭り例会(浴衣での例会) 

8月22日～24日 ライラセミナー北上会長・青年 

1名の参加(多田会員に感謝申し上げます) 

9月19日  松田ガバナー補佐ポリオ説明会で来訪 

9月28日  家族同伴観楓会例会  

赤いベレーにてパークゴルフ 

10月3日  家族同伴職場移動例会  

考仁会病院(花田職業奉仕委員長) 

10月10日 第2500地区釧路地区大会 

10月13日 地区指導者育成セミナーに 

11月2日  ガバナー公式訪問例会 

11月14日 ゲスト講話 裁判員制度講話小林司様 

12月26日 年末家族同伴例会 

(親睦委員会の飾り付け素晴らし) 

1月9日  新年恒例会 末広館 

2月11日  帯広北ＲＣ50周年に参加 

2月27日  家族同伴ひな祭り例会 

3月    北上会長 タイの地区大会参加 

3月7日  中標津合同ＩＭバスにて移動 

北ＲＣ・東・南同乗 

3月19日 分区事業として 

ドキュメント映画アース上映 

4月3日  雲津会員の新入会員歓迎会 

4月10日 職場移動例会白糠レストランはまなす 

バスにて移動(お料理とっても美味で感激) 

5月13日 ゲストスピーチさわらび学園園長様来訪 

5月17日 家族同伴花見例会遠矢108にて 

パークゴルフ 中田森林公園にてバーベキュー 



5月29日 植樹例会 釧路町別保公園 

5月31日 分区事業として飲酒運転撲滅交通事故防止

チャリティ音別パークゴルフ 

(次年度は釧路南がホスト) 

6月6日  釧路北ＲＣ50周年に参加 

6月13日 根室ＲＣ50周年に参加 

6月27日 キャンドルサービス 

と、1年間を振り返り報告させて頂きました。 

今年度、例会場を全日空ホテルから釧路ロイヤルイン

に変えてのスタート。当初、口には出しませんでした

が、正直不安でいっぱいでした。 

しかし、会員皆様の協力とホテル側の皆様のご協力で

無事1年が過ぎようとしております。 

また、次年度会長として頑張りますので長倉次期幹

事・会員皆様のご協力宜しくお願い申し上げます。 

幹事として1年間を顧みてでした。 

1年間誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

●長倉副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年を振り返りますと、今年度は副会長をさせて

いただきました。今年の活動計画がどのようなものだ

ったか、改めて思い起こしながら読んでいたのですが、

会長が不在の時は本クラブの会合の議長を務め、その

任務を行うということであります。 
会長不在ということがそんなに多くないだろう、と思

っていたのですが、案外、スピーチをする機会に恵ま

れ、貴重な経験をさせて頂きました。１２回目までは

覚えているのですが、１３回目があったかどうか、と

いうくらいスピーチをさせて頂きました。お陰様で、

壇上で話すことにもあまり緊張しなくなりました。

北上会長のおかげです。 
ところで、会長の今年度の方針の中で、ダイエット

を試みるというお話でしたけれども、結果はいかが

でしたでしょうか。（北上会長より、目標は５キロ減

でしたが、ただいま４キロ減だとのこと）私も人の

ことは言えないので、来年度は北上会長に倣って、

５キロを目標に１年間ダイエットを頑張ってみよう

と思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

６月２７日（土） 

「 キャンドルパーティー 」 

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 


