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皆様、こんにちは。当クラブの第一回例会が、表敬

訪問の第一日目となりました。個人的には、来週か



らの他クラブ訪問の前に自分のクラブで予行演習が

できるのでラッキーだと思っております。 

まずは、吉田ガバナー補佐をはじめ、両補佐幹事、

各クラブの会長幹事の皆様、本日は、当クラブの例

会にお越しいただきありがとうございます。それで

は、報告と今年度の方針についてお話をさせていた

だきます。一つ目は、当クラブは、今年度 30 周年

を迎えます。実行委員長は福井会員です。6 月に開

催を予定しております。クラブの会員数も決して多

くはありませんので、全員で力を合わせて、成功さ

せましょう。 

二つ目は、ご案内しておりました韓国 3390 地区の

新晋州ＲＣのマッチンググランド、カンボジアへの

学校建設への協賛の件ですが、正式に 6 月 27日、

承諾する旨、釧路クラブの邵さんより連絡をいれて

いただいております。丁度、本日ＲＩへ申請の予定

です。承認の可否の判断までには、しばらく時間が

かかりそうですが、承認されましたら、30周年の記

念事業のひとつとして位置づけとなります。 

三つ目は、会員数の件です。今年度は 22 名でのス

タートとなります。詳細は、本日、例会終了後に臨

時理事会にて承認をいただきご報告させていただき

ます。いよいよ、本気で会員増強に力を注がなくて

はならない状況です。私の試算では、会の損益分岐

点は、会員 24 名ですので、足りない分は、予算の

削減と会員増強しかありませんので、木内会員増強

委員長の音頭の元、会員全員の責任として30周年、

30 名を目指して知恵をしぼり頑張って達成しまし

ょう。今年度のクラブの方針ですが、「地域の良さ

を知り、感じ、楽しもう」と致しました。一体どこ

に奉仕があるんだ？と思われる方もいらっしゃるか

と思います。これは、もっと自分たちの住むこの道

東の自然の豊富さや、食材のおいしさや景観の美し

さを知り感じ楽しみ、その良さを理解することによ

り、他の地域にそれを発信することがよりできるよ

うになると考えるからです。他の地域から来られた

方は、一応は釧路はいいところだと言っております。

一人は、釧路は食べ物がおいしい。一人は、幣舞橋

から見た夕日は最高だといい、一人は大観望から見

た釧路湿原を見て絶句し、また一人は、道東の自然

の写真を撮るために移り住んでおります。まだまだ、

沢山良いところがあります。でも、例えば、釧路川

はカヌーのメッカと言われているのに、乗ったこと

がない人が意外に少なかったりします。釧路の夕日

が世界三大夕日だと知らない人もいる。ですから、

自ら自分たちの地域の良さをもっと理解するプログ

ラムを取り入れていきたいと思っております。もち

ろん観光産業の推進には、民間や自治体のプロモー

ションも必要ですが、自分たちでもできる発信する

という部分を増やすことができれば少しでも、奉仕

につながると思っております。また、例会が楽しけ

れば、それも会員増強に繋がると考えます。そうい

う考えにより進めて参りますので、ご理解ください。

それから今年度は、夜間例会の回数を倍増させます。

平均で月 2回夜間とします。夜間例会の方が出席率

が高く、本業への時間への影響も少なく、ゲストの

講演なども時間を十分に使えるというのがその理由

です。会場は、ＭＯＯの舞鶴と、ラスティングホテ

ルをメインとして使用しますが、混乱する可能もあ

りますので、今年度より、安藤クラブ運営委員長を

中心にメールでの例会案内の配信もする事となって

おります。例会の時間、開催場所につきましては、

充分ご注意ください。メイキャップされる他クラブ

の方々もご面倒でもご確認の上、お越しいただくよ

うお願いいたします。最後に、会員の減少等、いき

なりの荒波への航海となりますが、30周年の年度に

相応しい一年間を一緒に作り上げていくため会員の

皆様のご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 
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こんにちは、第一回の例会開催のはこびにホッと

しています。私自身、幹事は２回目になりますが10

年前の会員数の半分になりました。数だけで、判断

できませんが、各会員の負担も大きく大変ですけど

“少数精鋭”で南クラブの会員同士の信頼に期待し

ていただくと、思っています。今後、南ロータリー



クラブの活動計画に基づき、話し合いの機会を十分

にとりこれから1年間のクラブの活動や事業を自由

な流動性を持たせながら進めて行きたいと思ってい

ます。全会員の皆様が、自分の居心地のいい居場所

を実感できるようなクラブを作るためには役員、理

事だけでは無理な事は明らかです。南クラブを全会

員でつくるため、これからは皆様からのたくさんの

遠慮のない提言や苦言を頂きたいとお願い致します。

1 年間、釧路南ロータリークラブを作るための努力

をしていきます。クラブ活性化のために会員各位の

ご指導、ご協力をお願い致します。尚、報告事項は、

****    7 月 13日に第 2回会長・幹事会が開催予定です。 

議題は、ガバナー公式訪問です。南クラブは8月 

19日の予定です。 

****    会員名簿、活動計画書を会員のボックスへ 

****    ロータリーの友7月号が届いております。 

****    ロータリーレートのお知らせ、7月 1ドル 82円    

 

 

 

・・・・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 

 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 

 その他は次週報告いたします。 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員22名 14名出席 出席率64％ 
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■吉田吉田吉田吉田潤司潤司潤司潤司ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。今年度、ガバナー補佐を務め

ます釧路クラブの吉田でございます。隣におります

のが、補佐幹事の矢澤君と西村君であります。宜し

くお願い致します。私はロータリー歴は長いのです

けれど、いかんせん勉強不足でありまして、南クラ

ブには福井さんという名ガバナー補佐がいらっしゃ

いますが、早く福井さんに近付ければと思っており

ます。 

 ガバナー補佐の役割は何かと考えたのですけれど

も、基本的には増田ガバナーの方針を実践できるよ

う、機会があるたびに皆様にお話しし、パイプ役に

なるのがガバナー補佐の仕事であると思っておりま

す。先般の研修会の時に増田ガバナーから、世界の

ロータリーも大事だけれど、まず自分達の地域が大

事であるから、その地域に役立つことをしなければ

ならないし、そういう活動をしていかなければなら

ない、と言われていました。 

また、そういう活動をするということは、各クラブ

自体に活力がなきゃだめだ、と。やはり、その為に

は会員増強が一番大事なことであると思います。各

クラブごとに色々な会員増強方針があると思います

が、頑張って会員を増やして、活力のあるクラブに

していきましょう。 

それでは、１年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

■釧路ＲＣ釧路ＲＣ釧路ＲＣ釧路ＲＣ    五明五明五明五明正吉正吉正吉正吉会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今年度釧路ロータリークラブの会長を

仰せつかりました五明と申します。隣にいるのが１

年間女房役として幹事を努めていただきます甲賀

信彦君でございます。どうぞよろしくお願い致しま

す。 



今年度の会長としての最初の仕事がこの南ロータ

リークラブさんの表敬訪問ということで非常に緊

張しておりますが、只、個人的には南クラブさんに

は親しみを感じております。その訳は私が平成２年

にクラブに入会した頃盛んに先輩たちにメイキャ

ップに行くなら南クラブに行けと言われました、そ

の理由はうちのクラブより数段食事がうまいとい

うことでした。現在はどちらのクラブも例会場のホ

テルが変わってしまいましたが、そのイメージが南

クラブさんのイメージとして残ったのと、以前幹事

を受けたときにこちらの当時の清水会長様と花田

幹事様に大変お世話になった記憶がそのまま現在

の私の脳裏に焼き付いております。南クラブさんも

６月には創立３０周年という節目を迎えるという

事でございますのでその時にはぜひお祝いに駆け

つけたいと考えております。本年度、私どものクラ

ブより吉田ガバナー補佐を輩出しておりますので

ガバナー補佐と同様に南クラブさんのご指導、ご協

力をいただければと思いますので一年間どうぞよ

ろしくお願い申し上げまして表敬訪問のご挨拶に

代えさせていただきます。 

 

 

■釧路北ＲＣ釧路北ＲＣ釧路北ＲＣ釧路北ＲＣ    能登能登能登能登    信孝会長信孝会長信孝会長信孝会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度釧路北ロータリークラブの会長を務めるこ

とになりました能登です。幹事をお願いしました田

中と共にこの一年間よろしくお願いいたします。 

東日本大震災は各地に甚大な被害を与えました、私

は建築関係の仕事をしておりますがもともときび

しい状況になりつつあります。会員の皆様と共に地

域の活性化に何ができるか考え「地域発展に貢献」

のテーマで一年間クラブ運営をしたいと思ってい

ます。本年度北ロータリークラブには行事はありま

せんが、北ローターアクトクラブは 11 月 5 日に創

立40周年記念式典と来年5月 26、27日にローター

アクトの地区大会があるので各クラブ皆様にご協

力をお願いしなければなりませんのでよろしくお

願いします。この一年間吉田ガバナー補佐のご指導

のもとに、また貴クラブの協力のもとにクラブを運

営したいと考えております、最後に貴クラブのます

ますのご隆盛を祈念いたしまして挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 

■釧路西ＲＣ釧路西ＲＣ釧路西ＲＣ釧路西ＲＣ    加納加納加納加納    則好会長則好会長則好会長則好会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南ロータリークラブの皆様こんにちは。今年度釧路

西ロータリークラブの会長を仰せつかりました加

納則好です。一緒に参りましたのは吾がクラブの若

手のホープ、幹事の小泉和史君です。どうぞよろし

くお願いいたします。最初の表敬訪間が南クラブさ

んということで、この日を緊張と同時に楽しみにし

てまいりました。我々西クラブは前期川島ガバナー

補佐を輩出させていただき、南クラブさんには大変

お世話になりました。また去る 6 月 19 日に行われ

ましたＩＭにおいても、南クラブさんのご支援とご

協力を賜りましたことにこの場をお借りしまして、

あらためて感謝を申し上げます。本年南クラブさん

は記念すべき創立 30 周年を迎えられます。まこと

におめでとうございます。この間地域のニーズを先

取り奉仕活動を精力的にされ、数多くの実績を築き

上げてこられました会員皆様に対し深甚なる敬意

を表する次第でございます。私共も微力ではござい

ますが、少しでも南クラブさんのお役に立ちたいと

考えておりますことを含めまして、長倉会長、佐藤

幹事、そして南クラブの皆様が今年1年すばらしい

年でありますようご祈念申し上げまして表敬のご

挨拶とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 



 

■釧路東ＲＣ釧路東ＲＣ釧路東ＲＣ釧路東ＲＣ    河原田雄一副会長河原田雄一副会長河原田雄一副会長河原田雄一副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回 2011～2012 年度の釧路東ロータリークラブ会

長を仰せつかった丸山で御座います。 

年度のスタート、会長にとって最初の仕事である、

表敬訪間に出席出来ない事となり、南ロータリーの

皆様には、大変申し訳なく、深くおわび申し上げま

す。私共、東ロータリーは、創立が昭和 46 年 7 月

13日で、今年で丁度40周年を迎えます。 

その節目の年に、会長の舵取り役を仰せつかり、大

変 光栄に感じると同時に、身が引き締まる思いで

御座います。そもそも、東ロータリーの生い立ちが、

私共太平洋グループにとって深い関わりがあり、そ

の関係から、諸先輩の厚い配慮のもと、大事な記念

の年に会長の大役を頂いたと思っております。 

ロータリーに入会してまだ日が浅い私ですが、精一

杯頑張ってまいりたいと思っております。 

今年度のＲＩ会長のカルヤン・バネルジーが掲げた

ＲＩのテーマは、「心の中を見つめよう、博愛を広

げるために」又、2500地区の増田一雄ガバナーの掲

げたテーマは、「地域社会にロータリーを活かそう」

である。 

我々釧路東ロータリークラブは、ＲＩ会長・増田ガ

バナーの掲げたテーマにそって、自分自身の心の中

をもう一度見直し、家族を大事にし、職業奉仕を通

じ、地域社会に溶け込み、連携を深めてまいりたい、

と思っております。 

地域の方々、そして長倉会長・佐藤幹事始め、南ロ

ータリーの皆様の協力を仰ぎながら、この一年頑張

ってまいりますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

■釧路ベイＲＣ釧路ベイＲＣ釧路ベイＲＣ釧路ベイＲＣ    植原植原植原植原    元晴会長元晴会長元晴会長元晴会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は今年度釧路ベイＲＣ会長を仰せつかりました

植原です。市内の昭和で耳鼻咽喉科を診療しており

ますが、平成 11 年 5 月に開業し同年の 8 月にＲＣ

に入会して12年になります。 

ロータリー歴はそこそこ長いのですが、今まで大変

不勉強で過ごしてきましたので各クラブの会長さ

んとは見劣りするかもしれませんが、これから懸命

に頑張らせていただきますのでよろしくお願いい

たします。わがクラブは現在会員数が 20 名であり

ここ2年間は新入会員はおりません。会員増強が喫

緊の課題となっておりますが厳しい経済状況もあ

りなかなかうまくいかない状態であります。 

市内で唯一夜例会を行っているクラブであります

ので、もし昼は忙しくて出席できないが夜なら時間

が取れるような方がいらっしゃいましたら是非お

声掛けしていただければ幸いでございます。 

また今年は3月に東日本大震災が起こり、東北地方

はもとより日本各地に大きな損害を与えました。 

私たちの第7分区も漁業被害にあわれた方、原発の

事故に伴う観光などの風評被害など大きな影響を

受けた方々もたくさんおられます。 

今年の増田ガバナーが申しておられましたが被害

にあわれた方々をロータリアンとしていかに手助

けできるか、そして身近な地域にどのように奉仕で

きるか、わがクラブも「ロータリーの奉仕の精神を

広げよう」をテーマに、吉田ガバナー補佐の御指導、

ご鞭撻のもと、貴クラブの皆様方と共に1年間がん

ばっていきたいと考えております。 

最後に貴クラブの会員皆様の御多幸、御発展を祈念

いたしまして挨拶とさせていただきます。 

 

 



■釧路ローターアクトクラブ釧路ローターアクトクラブ釧路ローターアクトクラブ釧路ローターアクトクラブ会計会計会計会計    畠山畠山畠山畠山優那優那優那優那会員会員会員会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。今年度 釧路北ローターアクトク

ラブ会長を勤めさせて頂きます小泉典子と申しま

す。よろしくお願い致します。本来であれば私がこ

の場でご挨拶申し上げるところでございますが、仕

事のためお伺いできず、会計の畠山より代読させて

いただきます。まず始めにこの長引く不況の中、貴

クラブに於かれましては毎年の助成金を頂き、クラ

ブ会員一同、大変感謝申し上げております。本当に

ありがとうございます。 

今年度の釧路北ローターアクトクラブですが、会員

数はスタートが9名という事でついに一ケタ台とな

ってしまいました。ですが一人ひとりが自分たちの

役割をしっかり理解し、常に努力し取り組むことが

できる会員達です。 1年後には今よりも成長した姿

が見れることと思っております。 

釧路北ローターアクトクラブは、1971年 10月 13日

に創立され、今年度で 40 周年を迎えることとなり

ました。これも偏にロータリークラブ様のご支援ご

厚情の賜物と心より御礼申し上げます。 

今年度のクラブテーマは、“段階的”“一歩ずつ進む”

おいという意味の、『Step by Step』とし、私はこ

のテーマに2つめ想いを込めました。努力と成功・

失敗を“一歩ずつ”積み重ねていき、その小さな 1

つ 1つを各会員の成長に繋げ、クラブの“大きな一

歩”にする事。“毎月の例会・日々の打ち合わせ”

こういった事を“段階的”に行い、“自分たちなら

出来る!”という自信をつけ、挑戦する気持ちを持

つ事。アクトには様々な個性を持つ会員が在籍して

おり、 1人 1人成長のスピードも違います。だから

こそ『Step by Step』=“一歩ずつ進む”事を大切

にしていきたいのです。 

今年度は創立 40 周年を迎えるだけではなく、第 38

回地区大会のホストを勤めさせて頂く年でもあり

ます。ご参加頂く皆様に心を込めた“おもてなし”

と釧路の魅力が沢山詰まった“プログラム”をご用

意出来る様、努力して参ります。今年度は7月 9土

曜日が当クラブの第一例会となっており、第二例会

が 7 月 23 日土曜日、親睦のボーリング例会となっ

ておりますので、もしお時間のあります会員の方が

ございましたも、お誘いあわせの上、是非いらして

いただければと思います。その際にもし 18 歳～30

際までのお知り合いの方、従業員の方、ご家族様が

いらっしゃいましたら、一緒にお誘いあわせの上、

ご参加いただければと思います。私共、心をこめた

おもてなしをさせて頂きますので、よろしくお願い

いたします。アクト活動における会員の成長には目

覚しいものがございます。アクトにご入会いただけ

れば、社会人としてよりいっそう成長することがで

きます。この様に社会に出てからも様々な経験が積

める貴重な場所である釧路北ローターアクトクラ

ブをこれからも応援していただければと思ってお

ります。最後になりましたが釧路南ロータリークラ

ブ様の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝をご

祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶とさせていただき

ます。本年度も1年間、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

■謝辞謝辞謝辞謝辞    長倉会長長倉会長長倉会長長倉会長 
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・・・・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 

７月８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 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                                    長倉会長 

今週の会報担当：長井一広会員 


