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・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

    木内 治彦会員   H13. 6. 15 （10年目） 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様こんにちは、先週の花見移動例会では、天

気に恵まれず、焼肉だけの少し物足りなさがありまし

たが、美味しく頂きました。私は車の運転がありまし

たので、お酒は飲めず、私の車の助手席の方は、グリ

ンパークまでの道のりでは、飲まないと言っておりま

したが、焼肉が始まると、片手にはすでにビールがあ

りました。誰とは言いませんが、もうお分かりのはず

とは思いますが。 

焼肉が終わり、パークゴルフを6名でプレーをし、鶴

居のコースは初めてですが、この時期に芝の状態も最

高で、コースも起伏にとんだ素晴らしいの、一言でし

た。また何かの機会があればプレーしたいと思います。

また、来週の 7 日(火曜日)に友好クラブの調印式に出

発します。釧路からは、4 名で釧路空港から羽田まで

行き、高橋会員と菅井幹事は羽田で合流します。9日(木

曜日)の夜に調印式と新旧の会長交代式が晋州市で行

われ、10日(金曜日)の最終の飛行機で釧路に戻ってき

ます。以上会長挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    釧路北・釧路西・釧路東・釧路ベイ・浜中・厚岸・

白糠ＲＣより６月のプログラムを拝受しておりま

す。 

**** ６月のロータリーレートは１ドル８２円となって

おります。 

**** 釧路市より２３年度市民植樹祭に係るご協力につい

ての依頼がきております。植樹に関しては、当クラ

ブも植樹例会として参加致します。日時は、６月１

６日(木)ＡＭ10:30～正午、場所は釧路大規模運動公

園、ゲートボール場、詳しい出欠案内は、後日FAX

いたしますので、宜しくお願いいたします。尚次週、



例会は休会となっておりますが、12日(日)に東クラ

ブ主催の「交通事故撲滅キャンペーンパークゴルフ

大会」があります。当クラブより会長、幹事、佐野

会員、北上会員にて参加してまいります。 

 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 木内 治彦会員  入会記念祝として 

 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員24名 10名出席 出席率42％ 

 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    この一年を顧みてこの一年を顧みてこの一年を顧みてこの一年を顧みて    （（（（会長会長会長会長    ・・・・    幹事幹事幹事幹事    ・・・・    各委員会各委員会各委員会各委員会））））    」」」」        

                                                                担当担当担当担当    会長・会長・会長・会長・幹事幹事幹事幹事    

■木内会長木内会長木内会長木内会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めて、会員の皆様こんにちは、今日はこの一年を顧

みてのプログラムですが、早１年が過ぎようとしてお

ります。私が会長ノミニーに指名されたのは、北上会

長の時で、2008年の11月と記憶に残っております。 

釧路町のお寿司屋の金太郎で待ち合わせということ

で、内容は 2 年後の会長を引き受けてくれないかと、

その時は、順番から考えればしょうがないかと思い、

引き受けた次第です。2 年後はまだ先の話と思ってお

りましたが、時間が過ぎるのは早く、去年の1月を過

ぎたころから、焦り始めた気がします。幹事を誰にす

るかは、会長が指名することになっておりますが、前

年度、幹事を断った菅井会員ならと思い、電話をかけ、

昨年幹事を断ったのですぐには来ないと本人は思っ

ていたようです。最終的には受けてもらいホッとした

のも現実です。菅井幹事はロータリー在籍がまだ浅く、

大変とは思いましたが、その分私がフォローすればと

考えておりました。最近は流れがつかめてかとは思い

ますが、私も幹事を１年間させていただきましたが、

慣れると意外ともう一年やっても出来そうな感じが

します。菅井幹事も同じ気持ちでいると思います。 

今年度は第２週でガバナー公式訪問があり、初日には

分区のガバナー補佐、会長、幹事の表敬訪問と大変忙

しい思いも致しましたが、会員の協力で終えることが

出来ました。改めて御礼申し上げます。また、今年度

の釧路南ロータリークラブの重点目標は６つを上げ

ましたが、１番目は会員増強と退会防止ですが、１会

員１名の増員とお願いしましたが、残念ながら失敗し

ましたが、佐藤了会員と上川原会員の２名が入会して

くれたことが私としては、大変嬉しく思っております

し、これから２人にはクラブの運営には欠かせない存

在になって貰いたいと思っております。 

２番目の継続事業の実施と検討となっておりますが、

今月６月のさわらび学園の寄贈と１６日に釧路市と

合同の植樹が残っておりますが、さわらび学園につい

ては、施設長の態様が悪く考えなければいけないとも

感じますが、園児には不便をかけたくはありませんし、

大変難しい問題だと思います。今年度はデジタルカメ

ラ２台を寄贈することになり、今日例会終了後、さわ

らび学園に行き渡してきます。ただ次年度の考えもあ

るとは思いますが、検討が必要だと思っております。

3 番目ロータリー財団、米山記念奨学会への目標遂行

については、財団のマルチ・ポール・ハリスフェロー

私1人で、最終の詰めが甘かったと反省するところで

す。米山に関してはクラブとして小額の金額ですが送

金済みです。私個人では、会員にはお話をしておりま

せんが、恒久基金(メールのカード決済)に法人の名前

にて 20 万円を寄付させて頂きました。ただ法人の場

合はある金額以上収めないと、表彰されないとのこと

です。 

4 番目は 100％出席例会の実施はこれも失敗で、私個

人で会員にお願いし、出席の約束をしましたが、当日

キャンセルと、ドタキャンされました。本当に難しい

と思いますが、次年度で長倉会長がやるか、やらない

かわかりませんが、やめた方が良いかと思います。 

5 番目は全会員によるクラブ例会運営ですが、年度前

に、会員が集まり、色々なことを決めて始めるつもり

でおりましたが、いざ年度が始まると、途中で活動が

止まった委員会が出てきましたが、それも解消され、

ほっとし、委員長には本当に忙しい思いをさせたこと

に感謝いたします。 

6 番目のＣＬＰ(クラブ・リーダー・シップ・プラン)

では、導入の再検討で、今年度は３大カテゴリーの委

員長が小委員会と連絡を取り合うことにより、プログ

ラムがスムーズに行うことが出来たとも思いますし、

理事会である程度決め、変更があれば、その都度連絡

を互いに取り合えば良いと思っております。 



また、今年度、第７分区の事業がまだ２つ残っており

ます。１つは、６月１２日(日曜日)に開催される、飲

酒運転撲滅及び交通事故防止キャンペーン第４回パ

ークゴルフが、釧路東ロータリークラブがホストにな

り、阿寒町の赤いベレーで行われます。また、第７分

区のＩＭ(インター･ミーティング)が６月１９日(日

曜日)釧路全日空ホテルで開催されます。 

釧路市防災危機管理、佐々木信裕様が震災についての

講演があります。 

また、６月１２日(日曜日)最後の会長、幹事会が阿寒

湖で行われ、先ほどの分区のパークゴルフが終わった

ら、そのまま阿寒湖に向かいます。帰りは月曜日で、

前日の飲酒撲滅パークゴルフもあり、深酒で何かがあ

ると問題になるので、ほどほどに切り上げようと思っ

ております。 

今日はこの一年を顧みてということで、お話をさせて

頂きましたが、本当に一年間会長のわがままを受け入

れて下さいまして、ありがとうございました。 

 

 

 

■菅井幹事菅井幹事菅井幹事菅井幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が幹事をさせていただいてから、あと少しで１年が

経とうとしております。私にとってこの１年は長いよ

うで短く、短いようで長く、どちらとも言えない１年

でした。 

最初から最後まで、木内会長を始め、会員の皆様にご

迷惑ばかりおかけしていた１年だったと思います。最

初、諸先輩方から、幹事をやると勉強にもなるし、他

のクラブとも交流が出来るし、何よりロータリーが理

解できるようになると言われましたが、自分では不安

で仕方がありませんでした。 

でも、今、なんとなくその意味が分かってきています。

幹事という立場で、地区協議会を始め、いろいろな行

事に出席した事で、ロータリーの今まで分からなかっ

た事が以前よりも少し理解できるようになりました

し、会長、幹事会を通じて、他のクラブの会長、幹事

と交流ができました。 

また、普段の例会等により、例会の準備、会長の役割

幹事の役割、三大委員長の役割、各委員会の役割等、

幹事をやらなければわからなかった事が少しずつで

すが、わかるようになり、私にとって凄く良い経験に

なりました。 

残念ながら、今年度退会者が出てしまい、会長が掲げ

た１会員１名の増員目標をクラブの幹事として私個

人としても達成できなかった事、また、３年未満会員

に対してのオリエンテーションは年２回開催を計画

していましたが、１回の開催になってしまった事など、

反省すべき点は反省し、皆様に深くお詫びいたします。

その年度の善し悪しは幹事の出来によって決まると、

柴田ガバナーや諸先輩方から言われておりました。 

もし、木内年度が悪かったとするならば、それは全て

私の責任だと思っております。 

来月から次年度となり、長倉会長、佐藤幹事として出

発いたしますが、引き続き楽しい良いクラブ作りをし

ていただきたいと思います。私も微力ながら、協力し

ていきます。本当にこの１年、幹事をやらせていただ

いて良かったと思います。 

今年度も残り３週間となりました。最後まで頑張ると

ともに、少し早いですが、木内会長１年間ありがとう

ございました。福井委員長、佐野委員長、工藤委員長、

１年間ご協力ありがとうございました。そして、南ク

ラブの会員の皆様１年間お世話になりました。本当に

ありがとうございました。 

 

 

 

■クラブ運営委員会クラブ運営委員会クラブ運営委員会クラブ運営委員会    工藤委員長工藤委員長工藤委員長工藤委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年～2011 年度この 1 年を顧みて今年度、色々あ

りましたが、皆様のご協力で、無事終了しようとして

おります。しかし、今年度はクラブ運営委員会の委員

長として反省の1年間でした。 

上期の会報では、私の力不足で会員皆様に色々とご迷

惑をかけてしまいました事、誠に申し訳ございません

でした。この件につきましては会長・幹事・会員皆様

に深くお詫び申し上げます。 



さらに、下期の会報では、数人の方に負担をかけてし

まいましたが、皆様のご協力で何とか運営できました

事に、心から感謝致します。 

親睦委員会では、年間予算経費を随分オーバーしてし

まいました。これも、クラブ運営委員長の責任と痛感

しております。もう少しクラブ運営委員長として、親

睦委員会と連絡を取っていたなら、このような事態は

防げられたのではと随分反省しております。誠に申し

訳ございません。 

しかし、親睦委員会は、この1年間とても頑張ってく

れました。楽しいゲームで夜間例会をもり立ててくれ

ました。家族例会・移動例会等でも色々と頑張ってく

れました。 

出席プログラム委員会では、集団メーキャップが出来

なかったことが少し残念でしたが、内容的には無事終

了出来たと感謝しております。 

反省の1年間でしたが、清水会報プログラム委員長・

長井親睦委員長・会員の皆様・木内会長・菅井幹事・

各委員長様、1 年間ご協力誠にありがとうございまし

た。 

 

 

 

■クラブ管理委員会クラブ管理委員会クラブ管理委員会クラブ管理委員会    佐野委員長佐野委員長佐野委員長佐野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理委員会のこの1年を顧みてお話をしますと、

今年度も会員増強と退会防止を一番の目標にスター

トして、佐藤会員・上川原会員と2名の入会をいただ

きました。その後も候補者の名前は出ますが、なかな

か入会までは至らず退会者も出てしまいました。 

この経済不況の中、会員増強はロータリークラブ全体

の課題だと思います。会員の皆様には、次年度に向け

て会員増強に協力をしていただき、30周年記念式典に

は30名を超える会員数でお祝いをしたいと思います。

また、新入会員のオリエンテーションも今年度は、下

期一回しか出来ませんでした。講師をしていただいた

福井会員には、感謝申し上げます。大変好評でした。

次年度も私は同じ委員会に所属しますので、会員の皆

様には更なる協力をしていただきたいと思います。 

■奉仕プロジェクト委員会奉仕プロジェクト委員会奉仕プロジェクト委員会奉仕プロジェクト委員会    福井委員長福井委員長福井委員長福井委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の活動方針に、地元の地域社会や国際社会に対

して、教育的、人道的、および職業関係のプログラム

を立案し、奉仕活動や資金的寄付とプログラムの参加

を通じて支援して行きますと掲げました。 

①職業奉仕委員会 

高橋商会さんの自動車リサイクル工場と丸善木材

さんの木材工場に職場訪問を実施し見分を広めた。 

②国際社会奉仕委員会 

・ ＲＩの強調事項に水問題、保健･飢餓救済、識字率

向上があります。この支援のために、竹村陽子

2500地区国際奉仕委員長の呼びかけで、使用済み

切手と募金1万円を、旭川モーニングロータリー

へ送りました。 

・ ロータリー財団に、会長が率先し会員の皆さんに

も多数寄付を頂きました。ポールハリスフェロー

が2名、準フェローが5名です。米山奨学会には

会長から寄付を頂きました。 

・ 国内への社会奉仕活動としては、さわらび学園に

デジタルカメラを2台寄贈します。また地区補助

金プロジェクトとして、救命救急センター道東ド

クターヘリ乗務員のフライトスーツの寄贈を今月

中に実施予定です。 

③環境新世代委員会 

新世代のライラへの参加はありませんでしたが、継

続事業であるゴミ拾いによる環境向上と言う事で、

新釧路川河川敷で清掃活動を実施しました。植樹の

実施としては、昨年に続き大規模運動公園での植樹

を今月の16日に実施します。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

６月１０日（金） 休 会 

６月１６日（木) 

「 植樹例会 」移動例会 

会場 大規模運動公園  １０:００～ 

 担当：環境新世代委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                                    木内会長 

今週の会報担当：佐藤玄史会員 


