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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長倉会長    
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｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー  工藤ゆかり会員 

 

 

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 26日の市立総合病院から来賓での「ドクターヘ

リの現状」以来のロイヤルインでの例会となります。 

その間、キャンプ例会や、写真家の横山先生や、清

掃活動やらで実に、一ヶ月半ほどでようやくホーム

グランドに戻ってきました。先週末よりの旭川での

地区大会では、大勢の会員のご参加をいただきあり

がとうございます。地区大会報告は、後ほど報告を

させていただきます。さて、スチーブ・ジョブス氏

が亡くなりました。最近、CEOを辞めてどうしたの

かと思いきや、すい臓ガンや肝臓の病気やらで闘病

中のようでした。 

 

マッキントッシュ、アップルコンピューター、 

iPhone、iPad やら生活環境を変えるだけの商品を

世に提供してきた方ですが、実は、私は、なにひと

つ持っていません。現状は、Windows、docomo、

androidという方向です。これを期に iPadを使用し

てみたいと思っております。良く言っていた言葉は

「自分の心と直感に従う勇気が大切だ。」 

「Stay hungry stay foolisy.」が有名なようです。 

話は変わりますが、韓国、新晋州 RCのカンボジア

ヘ学校建設の件ですが、10 月 1 日に旭川で新晋州

RCの 3590地区の総裁(日本でいうガバナー)と次年

度ガバナー、日韓の事務局長、笹谷財団副委員長葭

本 WCS 委員長、奥財団補助委員長と私と他一名と

で今後について、会談を持ちました。 

内容については、別紙の通りとなります。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    浜中・白糠・根室RCより 10月プログラムを拝受

しております。 

****    根室RC・厚岸RC・浜中RC・中標津RCより会報を

拝受しております。 

****    ガバナー月信 10 月号が届いております。会員の

ボックスヘ 

****    平成 23 年度共同募金へのご協力のお願いについ

て  釧路市共同募金委員会 

****    ロータリーレートのお知らせ。 

2011年 10月 1ドル 78円 

 



****    釧路更生保護女性会創立 60 周年記念事業の一環

としての映画「エクレール・お菓子放浪記」 

平成 23 年 11 月 20(日)14 時 30 分、18 時 30 分 2

回 会場 生涯学習センター 大ホールで一般 

1,000 円(前売り) 詳しくは幹事ヘ 

****    釧路交響楽団の応援の再度協力について 

1 口 500 円の会員には年間 2 回の演奏会の券が、

配布されるということです。「地域社会にロータリ

ーを活かそう」テーマーに 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員22名 8名出席  

メイキャップ18名 出席率118％ 

 

 

・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    

「「「「    地区大会参加報告地区大会参加報告地区大会参加報告地区大会参加報告    」」」」        

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

◆長倉会長長倉会長長倉会長長倉会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区大会 報告】 

先週末9月30日より10月2日、旭川にて2011～2012

年度国際ロータリー2500 地区地区大会が開催され

ました。 

当クラブより、私、佐藤幹事をはじめ、地区委員長

の福井会員、清水会員、長江会員、佐野会員、工藤

会員、木内会員、佐藤了会員の9名の参加となりま

した。3 日間とも、雨で気温も急に下がり、天候的

にはあまり良くなく、傘を手放せない状況でした。 

1 日日は、決算報告、監査報告、地区大会特別委員

会報告がありましたが、特筆する点は、選挙管理委

員会からは、次々年度のガバナーノミニーが決定し

ていない旨、つまり、推薦がない旨報告があった事

です。 

2日目は、10:00より財団セミナーで小船井PDG、足

立 PDG より説明があり、13:00 よりは、本会議が始

まりました。色々な方々の話のなかでは、3・11 東

日本大震災でもロータリアンも被災された方も多

く、自宅や事務所の全壊、半壊も数多く、2、3クラ

ブは解散。23クラブが存続の危機状況という事です。 

また、ガバナー会のあり方についても、話がありま

した。存在とその問題について、説明がありました。 

2日日、15:40分より基調講演「元RI会長ビチャイ 

ラタクル氏」がお話をされました。私は、17:00 よ

り韓国とのカンボジアの学校建設に関して、打合せ

があり基調講演の途中で抜けてしまいましたので、

残念ながらきっといい話の部分を聞き逃してしま

ったようです。後のスピーチの方にお任せいたしま

す。 

 

 

◆佐藤幹事佐藤幹事佐藤幹事佐藤幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区大会 報告】 

2011～2012 国際ロータリー第 2500 地区大会が 9 月

30 日[金]～10 月 1 日・2日[日]旭川西 RC がホスト

クラブで開催されました。 

当クラブから長倉会長・佐藤幹事・福井地区委員長

は 30 日から大会 1 日目ガバナー補佐・地区委員長

会議に福井委員長、続いてRI会長代理、黒田正宏(八

戸)夫妻歓迎晩餐会にそれぞれ参加、2 日目参加は、

木内、長江、清水、佐野、工藤、佐藤了6名、全部

9名の会員で地区大会の参加でした。 

大会登録委員会報告では、地区内登録数 1,172 名、

現在地区会員数は、2,212名ですので、53%の登録と

なります。他、地区内、外お客様の参加を入れると



1,297 名の大会参加となります。 

大会 2 日目は午前、地区財団セミナーが開催され、

会長、幹事、福井委員長が参加、主に、東日本大震

災にともない「財団の支援活動」を足立第一ゾーン

ARRFC から講演がなされ、報告とともに、これから

も引き続き支援活動していく事を確認しました。 

午後から、当クラブ6名の参加で、本会議一日目が

開催、各級からの挨拶から始まり、RI会長のメッセ

ージ・RI 現況報告が黒田正宏 RI 会長代理から報告

がなされ、管理・運営、会員の拡大・増強の状況、

世界の会員数、1998年 6月 1,201,595名から、2011

年 5月 31日 RI公式発表の1,223,083名と増加して

います。クラブ数も29,113 から 34,045 と増加、159

ヵ国から現在は、200 以上の国と地域に広がってい

ます。これを日本にみますと、ここ 13 年以上に渡

って会員数は、減少しています。 

1998年 127,119名でした。2011年には88,036名で

す。39,083 名の減少、この背景には、いろんな見方

がありますが、社会的背景、不況、少子高齢化、地

方の過疎化等が考えられています。これが、 1クラ

ブ当たりの会員数が減少、クラブが活力低下に直面

しています。当クラブにもあてはまります。 

他、女性会員は着実にのびているそうです。2011年

には、19万人を越えているそうです。世界の総会員

数の約 16%、日本は、4.6%、日本でも 2007-08 年度

第 2630 地区から初めて田中稔子ガバナーが誕生し

ました。他、財務、財団、国際大会、考察(ロータ

リーの奉仕事業)が報告がなされ、まとめとして、 

1. RI のグローバルスタンダードを尊重するが、欧

米の方法をそのまま日本に直輸入するのではな

くて、日本の社会文化的な背景、日本人の考え

に応じた形に修正し、発展させる。 

2. ロータリーの基本理念として守るべき事と、時

代の変化に応じて変化させる事を明確化するこ

とも必要です。 

3. ロータリーについて会員同志、クラブと地区、

クラブと RI との間で対話がもっと必要である。

各会員や、クラブからの意見をメールや FAX で

地区やRIに届けよう。 

4. 奉仕活動の具体的なことは各クラブの独自性や

多様性を尊重する。 

5.  私自身は、「人間は身体的、心理的、社会的、

倫理的および自然的な存在である」。これらを無

視あるいは軽視しては生存できない。また「人

は生かされて、生きている」という考えのもと

に奉仕活動を実践したいと思います。 

今後ともロータリーの奉仕活動への皆様の参加を

お願い致しますとむすんでいます。 

基調講演は、元 RI 会長ビチャイ・ラタクル(タイ)

から[ロータリーの真の強さ]を演題に講演がなさ

れましたが、英語での翻訳を画面でおこなったので、

字が見えなくて、理解が出来ませんでした。 

本会議1日目は、夜の懇親会、で旭川の街で懇親を

深めました。 

本会議 2 日目は大会決議 10 本を採択、各表彰等で

閉会しました。 

 

感想としては、3 日間外は寒く雨模様で天気は恵ま

れませんでした。私が入会しロータリー100 年の区

切りで世界で 150 万、日本で 30 万という上昇期か

ら現在位置の判断で時代の変化に合う活動が求め

られていると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

１０月１２日（水） 

「 ４ＲＣ合同例会 」 

会場 釧路プリンスホテル 

 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 


