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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    

「手に手つないで」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 長井 一広会員 

 

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

    佐野  実会員  H 10. 5. 1（14年目） 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    上川原 昭会員  Ｓ44. 5. 1（43歳） 

    

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    北上 俊一会員  Ｓ45. 5. 6 （42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。先週は、地区協議会お疲れ様で

した。当クラブから 14 名の参加ということで近年

では最高の出席人数となりました。次年度に対して

の期待の表れなのでしょうか？また、新入会員の亀

岡さんも参加されましたので、少しでもロータリー

を理解されてロータリーを楽しんでいただければと

思います。 

今年度も残すところ 2か月となり、ロイヤルインで

の例会も今日で最後となります。後は、30周年、チ

ャリティゴルフ大会が、大きなイベントとなります。

30 周年の記念講演の横山さんからは、「長倉さんか

ら頂いたせっかくの機会だからいいものを作り上げ

ますよ。」講演でのネタ作りに力が入っているようで

す。 

来月からの例会場は、釧路東急インホテルとなりま

す。お間違えの無いようにお気をつけてください。

また、次週は休会です。 

明日からはゴールデンウィークに入ります。行楽地

などへお出かけの方も多いと思います。事故の無い

ように 2週間後の清掃活動でお待ちしております。 

 

 



・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

    

****    中標津 RC 様より、5 月プログラム、月報を拝受

しております。 

****    旭川東 RC 創立 40 周年記念式典及び祝賀会のご

案内がまいっております。6月 16日(土)ロワジー

ルホテル旭川です。 

****    ロータリーレートのお知らせ。5 月のレートは１

ドル 82円。 

****    5 月のプログラムは、ＦＡＸで案内ずみですが、

ゴールデン休みに入りますので第一週は休会です。

なお、5月からは、例会場は東急インになります。 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                    工藤ゆかり会員工藤ゆかり会員工藤ゆかり会員工藤ゆかり会員 

    

    

    

    

    

    

    

    

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 

 佐野 実会員  入会記念祝として 

 上川原昭会員  誕生祝として 

 北上俊一会員  結婚祝として 

 木内治彦会員 

長江 勉会員 地区協議会が無事に終わりました。 

福井克美会員 

 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員23名 12名出席 出席率52.2％ 

メーキャップ 14名で、修正出席率は 113% 

 

 

 

・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    

「「「「    地区協議会参加報告地区協議会参加報告地区協議会参加報告地区協議会参加報告    」」」」        

担当担当担当担当    森江次期会長・長井次期幹事森江次期会長・長井次期幹事森江次期会長・長井次期幹事森江次期会長・長井次期幹事    

・高橋次期副会長・高橋次期副会長・高橋次期副会長・高橋次期副会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

去る、4月 21日（土）私と長井幹事、佐野さん、亀

岡さん、菅井さん、佐藤了さん、工藤さん、木内さ

ん、長倉さん、佐藤玄史さん、清水さん、高橋さん、

福井さん、長江さんとで地区協議会に参加してきま

した。まず北見市内のホテル黒部において 13 時よ

りＰＥＴS が開催され、櫻田正弘ガバナーエレクト

より次年度ＲＩ会長テーマ並びに国際協議会報告や

次年度地区活動目標並びに地区活動方針などが発表

されました。 

テーマは、Peace through Service 「奉仕を通じて

平和を」であります。 

 



 

「平和をどの様に定義するにしても私たちは奉仕を

通じて平和をもっと現実に近付けることができ又

〈超我の奉仕〉は、人は皆自分だけでは生きられな

いということを教えてくれます。人と関わり合いの

無い人生はむなしくつまらないものですが、家族、

地域社会、そして人類全体における自分の役割を常

に意識して、つまり、人のために生きることで、こ

の世界における自分の役割がはっきりと見えてくる

のです。」といったようなお話と「平和は協定や政府

や大胆な闘争だけで達成するものではなく、日常の

簡単な方法の積み重ねによって成し遂げるものであ

ります。」との報告をいただきました。 

そのあと次年度地区予算や次年度活動予定表につい

て発表があり、研修リーダー講和では道下俊一、小

船井修一両パストガバナーによる非常に興味深く、

為になる講和を聞いてまいりました。 

地区役員合同懇親会では、7 分区の他の会長幹事達

との交流も一層深められ、いよいよ会長職が始まっ

て行くのだなぁと身の引き締まる感じを覚えた懇親

会でもありました。 

懇親会後、釧路南クラブの仲間たちと合流し北見市

内の焼き肉店で二次会をした訳ですがこの焼き肉店

がまた絶品の美味しさなのには驚きました。 

やはり気の合う仲間と食事をするというのは最高に

楽しいものですね。翌日は 9時登録開始で本会議が

開催され午後からは各分科会に分かれ、私の出た第

６分科会では「Ｒ財団について」や「未来の夢計画

について」いろいろな事を学びさせて頂きました。

3時 30分ころ終了となり、中々疲れた二日間ではあ

りましたが非常に勉強になりましたし、これから会

長をするんだという重圧感もありますが釧路南ＲＣ

のために頑張っていこうという決意をしっかりと植

えつけられた今回の地区協議会でありました。 

 

 

・長井次期幹事・長井次期幹事・長井次期幹事・長井次期幹事    

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の 4月 21日（土）に国際ロータリー第 2500地

区 2012－13 年度の会長エレクト研修セミナーが北

見市のホテル黒部で開催され、森江次期会長、長江

次期第七分区ガバナー補佐、福井次期ＧＳＥ委員長、

長井次期幹事の 4名で参加しました。会長エレクト

研修セミナーは、13時から 16時まで執り行われ、

増田ガバナーの挨拶から始まりました。 

セミナーの内容は、櫻田ガバナーエレクトから田中

作次次年度ＲＩ会長のテーマの発表、サンティアゴ

での国際協議会の報告、次年度地区活動目標及び活

動方針の発表。続いて西田次期財務委員長より、次

年度地区予算の発表、田代次期地区幹事による次年

度活動予定表の説明がありました。 

休憩をはさみ、研修リーダー講和が道下パストガバ

ナー、小船井パストガバナー両名により行われまし

た。会長エレクトセミナーでは、来季は、３０年振

り３人目の日本人のＲＩ会長ということで、特にロ

ータリアンとしての活動を充実したものにしていき

たいという、櫻田ガバナーエレクトの熱意が伝わっ

てまいりました。 

ここで、櫻田ガバナーエレクトの略歴を紹介します。

１９３６年２月２６日生まれの７６歳。学校法人北

見龍谷学園（幼稚園）の理事長をされております。 

 

 



 

１９７７年に北見東 RCに入会され、１９９８年ク

ラブ会長、２００７年２５００地区ライラ委員長を

されております。また、２００４年まで北見市議会

議員をされていました。翌日の４月２２日(日)に北

見芸術文化ホールにおきまして地区協議会が開催さ

れました。９時３０分から１２時まで本会議。 

その後、３会場に分かれ、１３時３０分から１５時

３０分まで各分科会が開催されています。 

各分科会の出席は、第１分科会 長井次期幹事、第

２分科会 佐野次期クラブ管理委員長、菅井次期会

員増強委員長、佐藤次期会報委員長、工藤次期ロー

タリー情報メディア委員長、第３分科会 木内次期

職業奉仕委員長、第４分科会 長倉次期国際社会奉

仕委員長、第５分科会 清水次期出席プログラム委

員長、亀岡会員、第６分科会 森江次期会長、佐藤

次年度会長エレクト、高橋次期ロータリー財団米山

委員長とそれぞれの担当の分科会に分かれて参加。

長江次期第７分区ガバナー補佐は第２分科会のリー

ダーとして、福井次期 GSE 委員長は第６分科会の

サブリーダーとして出席されております。 

本会議では、櫻田ガバナーエレクトによる、田中RI

会長のテーマ「奉仕を通じて平和」を紹介。サンデ

ィエゴでの国際協議会の模様の報告。次年度地区活

動テーマ「心と心、笑顔と笑顔、今、奉仕の為に行

動を起こそう」の紹介。 

活動目標として、 

① 自分の身近なところからアクションを起こそう。 

② ロータリーを身近なところから広め、理解して

もらおう。 

③ 新入会員、特に女性会員を獲得して行こう。 

④ 新入会員と先輩会員の交流の促進。などを挙げ

られていました。 

 

 

 

続いて、西田次期財務委員長より次年度地区予算に

ついての説明。田代次期地区幹事より次年度活動予

定についての説明と５月２７日に行われる会員増強

セミナーの出席要請と、８月３１日から９月２日に

行われるライラセミナーの参加のお願い。 

岡村地区大会実行委員長より１０月５日～７日に行

われる地区大会の参加のお願いがあり、最後にガバ

ナーバッチの交換で本会議は終了致しました。 

地区協議会が終了し、新年度まであと２カ月となり

ました。新年度に向け、準備の方も加速してまいり

ます。気を引き締めて幹事の仕事に取り組んでまい

りますので、良い１年とするため、会員皆様の協力

をお願い致しまして報告とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

５月４日（金）休会 

５月１１日（金） 

「 春の清掃奉仕移動例会 」 

会場 新釧路川河川敷 

 担当：職業奉仕委員会 

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

今週の会報担当：福井克美会員 


