
 
 

 

 

 第 24 回  例 会 報 告  2009.12.25  通算 1330 回 

 
 
・点 鐘           工藤会長 
 
 
・ロ ー タ リ ー ソ ン グ 

｢手に手つないで｣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ソングリーダー  山本 美穂会員 

 
 
・会 長 挨 拶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。本日は上期最後の例会です。7

月 1日からスタートして、早いもので上期も終わろ

うとしております。この半年間、無事に終わろうと

しておりますが、これも会員皆様のご協力と感謝申

し上げます。 

さて、今年の私は1月～6月が幹事で、7月から会長

としてのスタートになりました。私にとって今年は

正直ロータリー漬けだった様な気がします。しかし、

良い経験と他クラブの大勢のロータリアンと知り合 

 

 

え友好を交わす事が出来た素晴らしい年でもあり

ました。そして、この1年は苦よりも楽しさの方

がとても比重が大きく、ロータリアンに成って本

当に良かった。素晴らしい経験がたくさんできて

良かった。そう思える1年でした。この1年に感

謝です。これも全て皆様のご協力と感謝申し上げ

ます。誠にありがとうございました。 

 
 
 
・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 根室ＲＣ、別海ＲＣより1月プログラムと会報

を拝受しております。 

* 本日、例会終了後に理事会を開催いたします。 

 

 

・委員会報告 
親睦委員会 

・本日のニコニコ献金 
参加者全員より「上期お世話になりました。下期

も宜しくお願いします。」 
山本美穂会員より「ロトシックスで３等に当たり

ました」 

 

 

出席委員会 

会員２５名 １４名出席 出席率５６％ 



・本日のプログラム 

「 上期の反省・下期の検討 」  

                 担当 会長・幹事 

〈工藤ゆかり会長〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆様こんにちは。それでは 2009～2010 年度、上期

の反省・下期の検討という事でお話しさせていただ

きます。会長としての初仕事、表敬訪問が 7 月 1 日

から始まり、何とか市内６クラブの表敬訪問をこな

しました。しかし、最初は本当に緊張しておりまし

た。この様な経験は、そうそう無い緊張感でした。

それぞれのクラブを訪問してみて、例会のやり方な

ど色々ありましたが、表敬訪問を終えて思ったこと

は、やはり自分のクラブが一番良いなと思ったこと

です。それでは、改めて今年度の幹事・理事・各委

員長・会員の皆様に御礼を申し上げたいと思います。

ここまで順調に進んでこられたのも皆様のおかげで

ございます。誠にありがとうございます。それでは

上期を少し振り返りたいと思います。北上前会長よ

りハンマーの伝達をして頂き、会長職を引き継ぎま

した。その時は本当に身が引き締まる思いでした。

まず、7月 31日は家族同伴夏祭り例会では、親睦委

員会が企画してくれたゲームで盛り上がり、楽しい

一時と皆さんの浴衣がとても可愛らしく素敵で良か

ったです。そして 8 月 4 日～8 日まで韓国青少年の

短期訪問団がございました。8 月 4 日（火）は、ウ

エルカムパーティ、8 日はフェアウエルパーティで

した。今回は、南はホームスティを辞退しておりま

す。また、8 月 7 日（金）はガバナー公式訪問がご

ざいました。第2500 地区山本信男ガバナーと第七分

区葭本政美ガバナー補佐、そして太田英司地区幹事

をお迎えしてのクラブ協議会と公式訪問が行われま

した。その後、キャッスルホテルに移動しての５ク

ラブ合同の山本ガバナー歓迎懇親会で、私にとっ

て想い出深い忘れられないガバナー公式訪問とな

りました。山本ガバナーはとても気さくな方で、

顔は少し強面ですが。お話をしましたら、その優

しさが伝わってきました。ガバナー公式訪問では

会員皆様のご協力、誠にありがとうございました。

また、8月 21日～23日までライラセミナーが帯広

で開催されましたが、残念ながら南は不参加とな

っています。次年度は釧路北ロータリークラブが

担当となっております。次年度、是非参加したい

と思っています。そして、9 月 4 日は釧路南ロー

タリークラブの仲間を知って頂き、そしてロータ

リークラブの事をすこしだけ分かって頂けたらと

思い、お客様をご招待してのビール例会を末広館

にて企画しました。お客様は貴重な1名でした。

近い将来南ロータリークラブに入会して頂ける事

と信じております。また、9月 12日～13日（土・

日）と旭川にて地区大会でした。夜は恒例の友好

を交わし楽しかった事と、最後の〆のお蕎麦がと

てもおいしかったです。３年未満の会員の皆様に

は、地区大会やIM等の行事には出来るだけ参加し

体験して頂きたいと思っています。また、9 月 26
日は久しぶりの家族同伴ボウリング大会でした。

ここ数年はパークゴルフ大会でしたので、この日

のボウリング大会はとても楽しかったです。そし

て、10 月 2 日は移動例会（釧路港国際コンテナタ

ーミナル見学）で、とても寒かったですが、昼間

なかなか見ることができない物を見学できてとて

も良かったです。また、10 月 9 日は別保公園にて

ごみ拾いでした。少し小雨でしたが、台風の影響

もさほどなく、無事ごみ拾いも出来たことに一安

心でした。この様な奉仕活動、南ロータリークラ

ブとして、これからも継続して頂きたいと思いま

す。また、10 月 17 日は家族同伴観楓会例会とい

う事で阿寒湖のホテル花ゆう香にて１泊、何とも

心も身体も癒されました。これからも年 1 回継続

できたらと思います。11 月は A グループと B グ

ループに分かれ家庭集会がありました。そしてク

ラブフォーラムもありました。２年後に控えてい

る南クラブの 30 周年に向けてこれからの南ロー

タリークラブの未来のために色々お話ができまし



た。12 月 4 日は釧路南ロータリークラブの年次総会

で、無事次年度の役員・理事・そして次々年度の会

長が決定いたしました。また 12 月 18 日は家族同伴

クリスマス例会という事で、会員、そしてご家族の

皆様たくさんの方にご参加頂きました。またお忙し

い中、伊東良孝衆議院議員と奥様にもご出席して頂

き誠にうれしく思いました。下期の検討ですが、下

期のクラブの恒例行事と第七分区の行事がたくさん

ございます。3 月の IM は、第七分区・第八分区合

同開催となります。開催日は平成 22 年 3 月 13 日

（土）釧路全日空ホテルとなっております。5 月に

は国際ロータリー第 2500 地区第七分区、飲酒運転

撲滅及び交通事故防止チャリティということでパー

クゴルフ大会が赤いベレーにて企画があります。担

当は南クラブですので、会員皆様のご協力宜しくお

願いいたします。また、5 月には西ロータリークラ

ブの 40 周年記念式典があります。そして、次年度

として 4 月 17 日、18 日帯広で地区協議会がありま

す。木内会長エレクト年度のスタートと成ります。

私も出来る限りの事は行いたいと思っておりますの

で、木内会長エレクトには是非頑張って頂き、何と

ぞ飲み過ぎには気をつけてご自愛くださいませ。以

上上半期の反省と下半期の検討でした。 

会員の皆様、下期もクラブの恒例行事がございます。

会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。そし

て最後に長倉幹事、下期も宜しくお願い申し上げま

す。 
 
 
〈長倉巨樹彦幹事〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度幹事の上半期の反省としては、2 回目の幹事

という事もあって 1 回目と比べると比較的緊張感が

なく、幹事だという認識も少し足りない幹事とな

っているように思っております。工藤会長ほか、

会員の皆様にも物足りなさを感じさせているので

はないかと思って反省しているところです。ただ、

２回目の幹事はポイントが分かっていて、色々と

クラブや分区、地区につても知識がついておりま

すので、要領を得ているという点では、一度目よ

りはずっとやり易く、是非他の会員も幹事の再登

板をお勧めしいたいと思います。それでは、今年

度の活動を振り返ってみたいと思います。印象に

残っている例会としては、2 年目となりました浴

衣での夏祭り例会。浴衣の人もいれば普段着の人

もおりますが、やはり日本の文化であります浴衣

は華やかな雰囲気を醸しだし来年以降も大勢の人

が浴衣着て参加する例会となればと思っておりま

す。山本親睦委員長には、ボーリング大会やクリ

スマス例会等、出番が多く活躍して頂いておりま

す。それから会員増強のためのビール会では、木

内会員がお誘いしたゲストを迎えての例会となり

私も最後まで頑張ったのですが駄目でした。それ

でも何人かの会員がそれぞれトライして頂いて、

やはり会員増強委員長とも相談しながら下期にも

何か企画をしたいと考えております。また、木内

奉仕プロジェクト委員長には、初めての試みの別

保公園でのごみ拾いでは、雨にも関わらず、一生

懸命ごみ拾いを始めていた会員もおりまして、顔

を見合わせて「雨だし止めようか」と誰か言わな

いかと期待していた私としては完全に思惑が外れ

止む無く奉仕に励んでしまいました。家庭集会で

は、30 周年に向けてやはり会員増強や出席率の問

題、ニコニコ献金の取組方や CLP の運営が不明

というような意見が出されております。CLP につ

きましては、段階的に改良を加え次年度、木内年

度では一旦３区分した委員会の小委員会を統合し

簡素化し、掲示をしてより分かりやすい委員会構

成となる予定であります。他には会計の長江会員

には、毎年会計をお引受頂き御苦労をお掛けして

おります。下期につきましては、幹事として上期

よりは幹事の意識を高く持ち、各委員会の活性化

を図っていきたいと考えておりますので宜しくお

願いします。 



〈クラブ運営委員会 北上俊一委員長〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上期の反省という事ですが、成果は十分にあったと

思います。一場最初に考えたことは、権限です。実

に綺麗な雰囲気の中で例会が開かれている事に満足

しています。皆様は紳士的な方が殆どで南ロータリ

ークラブの雰囲気が非常に良くなっています。私の

管轄している所におきましては、各委員会の皆様が

私に頼らずしっかりと完遂していただいております。

下期におきましてもぜひこのまま継続して貰いたい

と思います。私自身はあまり立派ではなく休みも多

かったので反省しています。今後ともよろしくお願

いいたします。 
 
 
〈クラブ管理委員会 福井克美委員長〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度は初めての CLP 導入で私も勉強しながら上

半期をやってまいりました。反省としまして、会員

増強が出来なかったことと、新会員に対してオリエ

ンテーションが出来なかったことです。地区大会の

参加者も少なかったようですので、3 年以内の方を

対象に下期は実施したいと思っています。会報は今

回順調で、ホームページの更新も 1 週から２週遅れ

位で速やかに行っています。下期も維持したいと思

っています。ホームページも出来るだけシンプル

に改良していきます。皆さんには下期もお世話に

なりますがどうかよろしくお願いいたします。 
 
 
〈奉仕プロジェクト委員会 木内治彦委員長〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度、活動計画書の目標の 1 番目に職業訪問移

動例会の実施となっております。10 月 2 日の移動

例会では釧路市港湾空港部港湾課のご協力により

釧路港の現況とガントリークレンの性能について

説明がありました。10 月 9 日の移動例会では別保

公園清掃を初めて実施。天候が悪く中止もありえ

ましたがゴミ袋４つ分を拾う事ができました。目

標の 2 番目には職業奉仕月間にゲスト講話をセコ

ム釧路支店長にお願いし、泥棒の手口や傾向と対

策についてお話がありました。あと奉仕プロジェ

クト委員会では、会員卓話、米山記念奨学会、ロ

ータリー財団、歴代会長卓話などを実施しました。

上期の反省としては、特にありませんが、下期の

奉仕活動の中身の充実、より良いクラブの運営し

かたなど、CLP 導入のメリットを生かすように、

会員の意見を多く取り入れて行きたいと思ってい

ます。 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

１月８日（金） 

「 新年交礼会 」 

会場 七人の小人 

 担当：親睦活動委員会 

・点 鐘               工藤会長 

今週の会報担当：福井克美会員 


