
 
 

 

 

 第 1 回  例 会 報 告  2009.7.3  通算 1307 回 

 
・ハンマー伝達式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工藤会長・小野ＳＡＡ・北上パスト会長 
 
・点 鐘           工藤会長 
 
・ロ ー タ リ ー ソ ン グ 

｢奉仕の理想｣ ｢君が代｣ ｢四つのテスト｣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
第2500 地区第７分区ガバナー補佐 葭本 正美君 

第 2500 地区第７分区幹事  春日 賢二君 

釧路ロータリークラブ   会長 羽生 武喜君 

釧路ロータリークラブ   幹事 田中 正己君 

釧路北ロータリークラブ  会長 中島 嘉昭君 

釧路北ロータリークラブ  幹事 萩原 昭博君 

釧路西ロータリークラブ  会長 山本 秀基君 

釧路西ロータリークラブ  幹事 佐藤 和彦君 

釧路東ロータリークラブ  会長 東堂 義春君 

釧路東ロータリークラブ  幹事 出山 隆雄君 

釧路ベイロータリークラブ 会長 鈴木 一泰君 

 

釧路ベイロータリークラブ 幹事 平野 正則君 

釧路北ローターアクト   会長 北川 裕士君 

釧路北ローターアクト   幹事 伏見 紀彦君 

 
 
・入 会 記 念 祝 
 伊東 良孝会員  Ｓ58. 7. 1 （26 年目） 
 長倉巨樹彦会員  Ｈ16. 7. 1 （5 年目） 
 
 
・会 長 挨 拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日は表敬訪問ということで葭本ガバナー補佐は

じめ、各クラブの会長・幹事様とアクトの会長と

幹事様にも、お忙しい中、ご来訪誠にありがとう

ございます。心から感謝申し上げます。1 日から

始まった表敬訪問、緊張の連続です。1 日は北 RC
クラブさん、そして昨日は釧路ＲＣクラブさんと

お邪魔させて頂きありがとうございました。北ク

ラブ様も釧路クラブ様も大勢の会員の皆様から、

私に声を掛けてくださった事とても嬉しく感じま

した。また、南ロータリークラブのクラブ創立者

である特別代表の山下義則パスト会長が、例会前

と例会後に私のところに来て握手をして頑張って

と言って頂きました。嬉しくて感無量でした。そ

して、本日当南クラブ、この後、月曜日 6 日は、

西クラブさん、7 日は東クラブさんと夜にはベイ

クラブさん、そして 10 日には白糠クラブさん、

11 日には北ローターアクトクラブさんとお邪魔

させて頂きます。その時は、宜しくお願い申し上

げます。さらに、今年度の飲酒運転撲滅及び交通

事故防止チャリティパークゴルフ大会は当南クラ

ブが担当する事になりました。昨年は音別クラブ

さんが担当でした。あいにくの雨天でパークゴル



フは出来ませんでしたが、室内ゲームで盛り上がり

楽しませて頂きました。今期、日程等はまだ決まっ

ておりませんが、しかし、しっかり準備をして行き

たいと思っておりますので、各クラブの会長・幹事

様のご協力宜しくお願い申し上げます。最後に、私

いまから14年前第2500地区第7分区初の女性会員

として南ロータリークラブに入会させて頂きました。

南ロータリークラブの会員の皆様が、私をもり立て

てくださるので、今まで頑張って来る事ができまし

た。今期、この様な大役、またとない勉強の機会を

与えて頂いたのだと、自分に言い聞かせ理事・役員・

各委員長様の力を借りて 1 年間頑張りたいと思いま

す。また、本日表敬訪問下さいました各クラブの会

長・幹事様のご協力を重ねてお願いし会長挨拶とさ

せて頂きます。本日は誠にありがとうございました。 
 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 地区大会の案内がきております。9 月 11 日(金曜

日)から 13日(日曜日)となっております。追って、

ご案内いたしますので、多数参加くださいますよ

うお願いいたします。 

* ライラセミナーの案内もきております。8 月 21
日(金曜日)から 23 日(日曜日)までとなっておりま

す。こちらは、回覧いたしますので会長、幹事、

新世代委員会の方で、検討、対応といたします。 

* 市内、及び，管内外より会報、プログラム、活動

計画を拝受しております。 

* 2008～2009 年度阿寒湖ロータリークラブよりク

ラブ解散のご挨拶状を拝受しております。 

 

 

・委員会報告 
親睦委員会 

・本日のニコニコ献金 
 伊東 良孝会員  入会記念祝として 
 長倉巨樹彦会員  入会記念祝として 

出席委員会 

会員27名 17名出席メイキャップ0名 63％ 

 

 

・本日のプログラム 

「 役員表敬訪問 」  

                 担当 会長・幹事 

●葭本ガバナー補佐挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【葭本ガバナー補佐と春日幹事】 

こんにちは。本年度第7分区のガバナー補佐をさ

せて戴く、釧路ベイの葭本です。隣は、分区幹事

の春日君です。今年一年宜しくお願いします。釧

路ベイロータリークラブは、創設 12 年で、地区

内で一番若いクラブであります。ガバナー補佐の

大任を与えて下さり、ありがとうございます。一

生懸命頑張りますので、宜しくお願いします。釧

路南ロータリークラブさんは、クラブの規模も同

じくらいで、事務所も同じで、知り合いも多いの

でリラックスしております。ベイクラブは、船戸

分区代理のとき出来ました。分区代理が、ＧＳＥ

の団長の時に、アメリカに行く時にはクラブが無

くて、帰ってきたら出来ていたと、ビックリした

と言っておりました。最後の会長幹事会に、私は

幹事として出席しました。今年は南クラブさんに

「飲酒運転及び交通事故防止キャンペーン、チャ

リティパークゴルフ大会」を受け持っていただき

ます。あまりにも長い名前なので、短くて、良い

名前を考えて下さい。昨年度は雨でしたが、ゲー

ムなどで楽しく過ごせました。ガバナー補佐は表

敬訪問、ガバナー公式訪問の随行、ＩＭの責任者

だけと、考えていましたが、他にも責任の重い、

重要な事業があります。今一番すべきことは、ガ

バナー公式訪問の時に、姉妹地区の韓国から、高

校生 11 名、ロータリアン数名が第 7 分区に来ま

す。その接待、ホームスティに皆様のご協力をお

願いします。私は一般のロータリアンが、中々第

7 分区の他のクラブの方と知り合いになる機会が

少ないのでないかと思います。ロータリーの面白



さは、ロータリーを通じて他クラブの色々な方と知

り合う事は一つの重要なことだと思います。何とか

分区内友情が生まれる企画を皆で考えたいと思い

ます。 

今年の山本ガバナーは大変素晴らしい方で、紙マス

クを最初に作った方で、日本全国に支店を持ち、大

きな会社の社長です。挨拶はとても短く、皆に迷惑

が掛らない様にと、各セミナーも旭川になるべく来

なくてもよいように、地区協、地区大会に合わせる

様にしております。とにかく本業をしっかりとして、

地域社会に奉仕をする、と目標を掲げております。

国際奉仕では、以前、私が中心となり、南さん、北

さん、西さんとバンコク南ロータリークラブとＭＧ

で、浄水機を６機設置しました。昨年度も分区全体

で、花田さんが中心となり、3330 地区とのＭＧを利

用して、水の浄化装置を作りました。今日、笹々谷

委員長に電話したところＭＧはリーマンショック

で選考にもれるかもしれませんが、ＤＤＦを利用し

て行います。今年も分区会員から、1,000 円／1 人

戴き浄化装置を寄贈します。9 月に小船井ＰＧと足

立ＰＧと視察に行ってきます。全額個人負担です。

現地は、とにかく水の事情が悪く、20%の子供が、

水に起因する病気で死んでいるとの事です。この事

業は、我々の想像以上に、価値のあるものです。ポ

リオ撲滅事業に関しては、長年の批判がありますが、

なにとぞご協力を、お願いします。今年度のＩＭは

2010 年 3 月 13 日(土)に全日空ホテルで行います。

第7分区、第 8分区と合同で行います。山本ガバナ

ーも分区の負担が少なくなる事には、大いに賛成し

ております。テーマは未定ですが、ロータリーをし

っかり勉強し、懇親会は友情を深め、友情を広げる

様にしたいと思います。この一年頼み事ばかりです

が、宜しくお願いします。 

 

 

 

●釧路ＲＣ会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【釧路ＲＣ羽生会長と田中幹事】 

工藤会長・長倉幹事、第１回例会・出航式おめで

とうございます。 
本日の例会で３回目の訪問となりますが、先日の

私共のクラブの例会では、７５名ほどの出席者が

おりましたので、頭の中が真っ白になって話して

いたのですが、今日、工藤会長が落ち着いて話さ

れているのを見て、素晴らしいなと思っておりま

す。 
それはさておき、RI 会長の「過去から未来への綱

渡し」、山本ガバナーの「本業をしっかりする、退

会防止」、そして、諸先輩方の意見を聞きながら、

クラブ運営をしていきたいと思います。工藤会

長・長倉幹事を中心に南クラブの皆様の今年１年

間のご発展とご活躍を祈念いたしまして、挨拶と

させていただきます。 
 

 

 

●釧路北ＲＣ会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【釧路北ＲＣ中嶋会長と萩原幹事】 

今年度釧路北ＲＣ会長を務めます中嶋嘉昭であ

ります。同行致しておりますクラブ幹事の萩原昭

博幹事であります。宜しくお願い致します。一昨

日は早速、工藤会長様・長倉幹事様には当クラブ

表敬訪問にご来訪を賜りまして有り難う御座い

ます、お礼申し上げます。分区で初めての女性会

員の工藤ゆかりさんが会長との事で喜ばしい思

いです、釧路南ＲＣ皆様には、北クラブ創立 50

周年をお祝いして頂いた事は、まだ記憶に新しい

ところであり、重ねてお礼を申し上げます。また

昨年度は、故坂本先生に次いで12年ぶりに第2500

地区足立功一ガバナーとして、併せて松田信明第

7 分区ガバナー補佐として送り出し、地区事業の

全てに、分区事業にと深い係わりを持って、重ね

てクラブ周年事業など、通常年度の何倍もの事業

量を遂行した本当に多忙な一年でありました。釧

路南クラブ様には、多大なご支援ご協力、ご配慮

を賜りました事に対して、感謝の気持ちで一杯で



あります。本年度はテーマに沿って、ローカルに実

践していく所存であり、機会があれば少しでも、貴

クラブのお役に立ちたいと考えております事を含

めて、一年間宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

●釧路西ＲＣ会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【釧路西ＲＣ山本会長と佐藤幹事】 

2009－2010 年度釧路南ＲＣ第一例会の開催をお喜

び申し上げます。第7分区初めての女性会員の工藤

ゆかりさんが南クラブに入会されて、そのころ 14

年前はまだ女性会員が珍しいころでした。あの頃の

フレッシュで若々しい工藤さんが、今年度は南クラ

ブの会長です、私ども釧路西クラブには、4 名の女

性会員がおります。また、今年度西クラブは、創立

40周年を迎えます。今年度西クラブのテーマは『広

げよう友愛の輪』としました。ロータリーの原点に

返り親睦と奉仕、楽しく活力ある例会を目指してい

こうと考えております。その中で少しでも会員増強

ができたらと思っています。会員一同皆様方のご来

訪をお待ちしております。 

 

 

●釧路東ＲＣ会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【釧路東 RC 東堂会長と出山幹事】 

今年度、東クラブの会長を務めます東堂と申しま

す。同行いたしますのが幹事の出山幹事でござい

ます。今年１年、皆様にご迷惑をかけるかもしれ

ませんが、宜しくお願いいたします。 
今回で３回目の訪問となりますが、大きいクラ

ブ・小さいクラブの例会の進め方を見て、多々参

考になることがありました。良い所を取り入れて、

より良いクラブにしたいと思います。 
今年度の東クラブのスローガンは｢一人一人の足

元を盤石に｣ということを掲げております。奉仕活

動も大事ではありますが、まず、自分自身の足場

を固めることが、この時代に合った行動ではない

かと思うのです。その中から、奉仕の理想も出て

くるし、社会の為にもなるのではないかと思って

おります。自分達一人一人が大変な時代を生きて

いくんだという気構えでやっていこうと思います。 
南クラブの皆様、今年１年、素晴らしい年であり

ますよう、ご祈念申し上げて挨拶とさせていただ

きます。 
 

 

 

●釧路ベイＲＣ会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【釧路ベイ RC鈴木会長と平野幹事】 

今年度ベイクラブの会長を務めます鈴木です。一

緒に参りましたのが平野幹事です。私はベイクラ

ブに入会して 11 年目を過ぎたばかりの会員でご

ざいまして、大先輩の前で挨拶をする事は大変恐

縮している所でございます。我がクラブは、皆様

もご存知の通り 1997 年 5 月に北クラブを父とし

て、西クラブは母として誕生したクラブでござい

ます。おかげ様で、創立 12 年を過ぎました。思

えば、この 12 年間の間にはインターアクト設立

や、地区大会のホスト、ベイと名の付く国内クラ

ブの交流など、力以上に活動をさせて頂きました。

これもひとえに、南クラブ皆様方のおかげと信じ

ている所でございます。おかげ様で私のクラブか



ら本年度、葭本会員をガバナー補佐に輩出いたしま

した。3 月には、ＩＭを予定しております。これか

らも南クラブの皆様にはご支援、ご指導を頂かなけ

ればならない事が多々あるかと存知ますが、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、

工藤会長、長倉幹事の今後のご活躍と、会員皆様の

ご健勝を心から祈念申し上げ、表敬の挨拶とさせて

頂きます。ありがとうございました。 

 

 

 

●釧路北ローターアクトクラブ会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【釧路北ローターアクト北川会長と伏見幹事】 

皆さん、こんにちは。ただ今、ご紹介いただきまし

た釧路北ローターアクトクラブ会長を努めます、北

川裕士と申します。また横に控えますのは、幹事の

伏見紀彦です。今年度も１年よろしくお願いします。

日ごろは、釧路北ロ－ターアクトクラブの活動に対

しまして、多大なるご支援とご協力、また毎年の助

成金を頂き誠にありがとう御座います。早いもので

私もアクトに入会し、２年半が経過しました。比較

的経験の浅い会員が多く、若輩者の私が今回「会長」

を務めることとなりました。当クラブは昨年度、福

島会長のもと「チャレンジ」という活動テーマを掲

げ、会員を思いやり、人間育成の場としてのクラブ

であることを、様々なかたちで残してくださいまし

た。昨年の活動を通じて、社会勉強の場としてある

クラブということを会員が実感できた１年であっ

たと感じています。ここ数年、会員の減少が大きな

課題となっている中、会員の個々の力を発揮し合い、

仲間とともに成長し合えるクラブであることを願

い、今年度の活動テーマは「Unity＆Advance」［団

結と前進］サブタイトルに「仲間とともにプラスに

なろう」と掲げました。自分の意見の発言、相手の

意見を聴くことが出来る、そんな「話し合える仲間」、

様々なことに関心を持ち、学び高めていける「学び

合える仲間」、良いところ、ダメなところ、互いに

理解し合い、「支え合える仲間」。このクラブを通

じて、出会えた仲間と自分自身を高めていける、

そして社会勉強の場として、学び受け取ったもの

を「社会」に対して少しでも恩返しできるよう取

り組んでいければと思っています。ローターアク

トの活動では、普段の生活だけでは感じ取ること

が出来ない「魅力」がたくさんあります。それは、

職場や余暇だけでは味わえない「感動」や「希望」

があります。これからの時代を担う若者に、アク

トの活動にぜひご入会を勧めていただければ幸

いです。ぜひ、ロータリークラブの皆様にも例会

にいらしていただければと思っております。長く

なりましたが、今年度の目標を、多く達成できる

よう活動に尽力してまいる所存です。なにぶん人

生の経験も浅い未熟者です、活動に対して何かあ

りましたら、ぜひご指導、ご鞭撻も頂ければ幸い

です。最後に、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。今年度１

年、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全員で記念撮影】 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

７月１０日（金） 

「 役員理事就任挨拶・活動計画発表１ 」 

会場 釧路ロイヤルイン11Ｆ 

 担当：会長・幹事 

・点 鐘               工藤会長 

今週の会報担当：長井一広会員 


