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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長倉会長    

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

｢それでこそロータリー｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー  清水 哲会員 

 

 

・・・・お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介    

白糠ロータリークラブ 会長 野村 宣彦君 

白糠ロータリークラブ 幹事 石森 伸夫君 

    

 

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

    佐藤 了会員   H 22. 7. 16（ 1年目） 

 和田 優会員   S 60. 7. 19（26年目） 

 

 

 

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は、白糠ロータリークラブより、野村会長、石

森幹事には、お忙しいいところ、また、遠くより、

当クラブにお越しいただきありがとうございます。 

こちらからは、来週、表敬でお伺いいたしますので、

よろしくお願いいたします。今週は、女子サッカー

のワールドカップでなでしこジャパンが活躍して１

７日にファイナルです。監督が、試合前に東日本大

震災の被災のビデオを選手達に見せたということの

様です。チームが一丸となる事と被災地に元気を送

ることが目的にようですが、自分たちの為ではなく

誰かのための方が力を発揮できるのが、人間の本当

の姿という事でしょうか。決勝戦が楽しみです。 

また、ゴルフでは全英オープンが始まっております。 

週末は、寝不足が続きますので、体調管理には、注

意ください。表敬訪問は、月曜の音別クラブさんへ

の訪問で、残すところ今日、お越しいただいており

ます白糠クラブさんだけという事となっております。 

白糠クラブさんとは、開催の曜日が同じ金曜という

ことで、毎年、第一例会での表敬訪問に伺うことが

出来ませんが、第７分区としては、当クラブより２

０年以上も先輩クラブですので、地域的な条件があ

るとはいえ、本来なら金曜の第一例会の表敬訪問は

白糠クラブさんで始まるのが、筋ではないかと考え

てたりもしております。過去のどういう事情で表敬

訪問の慣習が始まり、どうして白糠さんではなく南

なのか分かりませんが、先輩クラブに対しまして、

心苦しく思っております。分区の中に市内、市外と

いう線引きはない訳ですから、こういう事は、市内

クラブの方から積極的に検討した方がいいのではと

思っております。水曜日には、第２回会長、幹事会

が開催されてました。 

表敬訪問の御礼、近況報告、ガバナー公式訪問の際

に歓迎会の開催要領について話合いがされました。

８月１８日の釧路クラブの例会を歓迎例会とし、他

クラブの会長、幹事が出席という事で最終決定とな

っております。吉田ガバナー補佐からは、くれぐれ

も会員増強に力を注ぐよう要請がありました。 

毎回、例会で会長から会員増強について話をするよ



うにという事です。当クラブの特別代表の山下さん

が会長在任中は、毎回、例会で会員増強を訴えてお

られたという事です。当クラブも３０周年、３０人

目指し、力を合わせてがんばっていきましょう。 

夜間例会が多くなりますので、うまく利用していた

だければと思います。よろしくご協力をお願いいた

します。韓国から帰国してから、朝、韓国のＫＢＳ

ニュースを見ております。本日の晋州の天気は雨、

最高気温は２９度です。以上です。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    中標津ＲＣより7月のプログラム、月報を拝受し

ております。 

****    中標津・弟子屈・釧路東ＲＣよりクラブ活動計画

書を拝受しております。 

****    今年度の「ライラセミナー」参加者の推薦につい

て 20 歳～30 歳の男子及び女子の推薦をお願い致

します。締め切りは7月25日（開催は8月 26日

から28日） 

****    会長幹事会の報告 

ガバナー公式訪問について8月 19日（金） 

 会長幹事懇談会 15:15～16:00 

 クラブ協議会 16:00～18:00 

 公式訪問例会 18:00～19:00 

****    地区大会実施要領9月 30日（金）～10月 2日（日） 

 8月 20日（土）参加申し込み締め切り 

 会員たくさんの参加をお願い致します。 

****    釧路北ローターアクトクラブ会員の募集につい

て 

 

 

・・・・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 

 佐藤  了会員  入会記念祝として 

 和田  優会員  入会記念祝として 

 工藤ゆかり会員  前年度出席 100%でした 

 長倉巨樹彦会員  前年度出席 100%でした 

清水  哲会員  前年度出席 100%でした 

佐野  実会員  前年度出席 100%でした 

木内 治彦会員  前年度出席 100%でした 

佐藤 玄史会員  前年度出席 100%でした 

高橋 康成会員  前年度出席 100%でした 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員22名 12名出席 出席率54.55％ 

 

 

■白糠ロータリークラブ白糠ロータリークラブ白糠ロータリークラブ白糠ロータリークラブ    野村野村野村野村    宣彦会長宣彦会長宣彦会長宣彦会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「表敬訪問ご挨拶」 

皆様、こんにちは。今年度、白糠ロータリークラブ

会長になりました野村です。後に控えますのは、前

会長でした幹事の石森君です。今年度は私のサポー

トをしてくれることになりました。この一年、宜し

くお願い致します。南クラブさんは、例会日が同じ

金曜日ですので、このような機会がなければ訪ねる

こともなかったんですが、今年度は夜間例会をする

とのことですので、メイキャップ出来るかと楽しみ

にしています。また、今年は設立30周年を迎えられ

るとの事、白糠クラブは私も幹事も協力できること

があれば、と思っていますので、御遠慮なく要請し

て頂きたいと思います。そして、長倉会長、佐藤幹

事の年度も、意義ある一年でありますよう願いまし

て表敬訪問の御挨拶とさせて頂きます。 



「前年度「前年度「前年度「前年度 100%100%100%100%出席会員へ長倉会長より記念品の贈呈」出席会員へ長倉会長より記念品の贈呈」出席会員へ長倉会長より記念品の贈呈」出席会員へ長倉会長より記念品の贈呈」    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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    

「「「「    活動計画発表２活動計画発表２活動計画発表２活動計画発表２    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    会会会会長・幹事長・幹事長・幹事長・幹事    

■会計会計会計会計    長江長江長江長江    勉勉勉勉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会計の任務は、クラブ細則に定められている

通り、すべてのクラブ資金を管理保管し、毎年１回

及びその他理事会の要求ある毎にその説明を行い、

その他通常その職に付随する任務を行うにあると

定められており、これを遵守すると共に、クラブ収

支予算書に基づき、幹事と連携を密にし、資金の受

入や、支払いについて敏速に遂行し、四半期毎に予

算執行状況を理事会に報告し、また財務報告書をつ

くり、クラブ財政の収支を健全に保ち、明確な会計

を行います。 

 

 

 

■ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ((((会場監督会場監督会場監督会場監督))))    木内治彦木内治彦木内治彦木内治彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. クラブ例会を楽しく、出席したくなる例会作り

に努める。 

2. 今年度 30 周年事業を全会員で成功させるため

に、会の結束を更に強めて行くよう努める。 

3. 来訪されるお客様や来訪ロータリアンに満足

してもらうよう、例会の雰囲気作り配慮する。 

4. 例会中の携帯電話をマナーモードにするか、電

源をオフにし、例会をスムーズに行うためにも

私語を慎む。 

5. 受付の整理整頓に配慮し、お客様が来たときに

は挨拶と、座席までのサボートをし、退席する

場合にはエレベーターまでお見送りをする。 

 

 

 

■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    安藤整治委員長安藤整治委員長安藤整治委員長安藤整治委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は会員一人一人が主体的に例会に参加をし

てもらえる様、また会員相互で例会をより楽しくす

る自己参加型の例会を工夫し、多くの会員に出席し

ていただけるようなクラブ運営を推進していきた

いと思います。それには出席会員のみならず、欠席

会員にも例会内容の把握と情報の共有化がはかれ



る様、会員ネットワークの構築を図って行きたい。 

１） 会報委員に係わらずクラブ員は全員1度は会報

作成に携わる。 

２） 月一度の夜聞例会の開催に合わせ例会後の親

睦の場作りを会員相互で企画運営する。 

３） 会員ネットワークの構築による情報の共有化 

４） 自己参加型のクラブ運営の推進 

 

 

■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    福井克美委員長福井克美委員長福井克美委員長福井克美委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト委員会は、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。 

当クラブは、ＣＬＰを導入していますが、ＣＬＰの

狙いは「効果的なクラブ」であります。奉仕プロジ

ェクト委員会は、その「効果的なクラブ」を構築す

る上で基幹の委員会という認識をもち、担当する 4

つの委員会について事業を実施していきます。奉仕

プロジェクト委員会の各委員長のご協力を頂きな

がら、効果的な目標を設定しこれを達成できるよう

に努めます。 

会長方針にもあります継続事業の実施、ロータリー

財団・米山奨学会事業の目標達成にむけて、会員に

理解と協力をお願いして参ります。 

 

重点目標 

1. 職業奉仕への取組、職業訪問を実施 

2. 献血への協力 

3. 植樹の実施、公園や河川敷などの清掃活動 

4. 国際大会への参加奨励 

5. RI の強調事項の理解と協力 

6. ロータリー財団・米山奨学会への理解と協力 

■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    木内治彦副委員長木内治彦副委員長木内治彦副委員長木内治彦副委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理委員会は、クラブを効果的に運営管理し、

クラブの効率化を図るのが目的です。クラブ運営委

員会と連帯を密にし、機能的なクラブ管理が出来る

ように務めます。又、今年度は当クラブの創立 30

周年目にあたり式典もありますので、特に会員増強、

退会防止には意識を高めて行きたいと思います。 

 

重点目標 

1. 会員増強の重要性を再認識し、増強の意識を高

める。(会員一人二名の候補者を上げる) 

2. 新入会員のオリエンテーション強化を図る。 

3. ＩＴ化によりウェブサイトやメールの強化に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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２２日（金） 

「 クラブフォーラム・前年度優良出席者表彰 」 

会場 まなぼっと舞鶴 

 担当：メディア委員会 会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長倉会長    

今週の会報担当：長江勉会員 


