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ソングリーダー  工藤 ゆかり会員 

 

 

・・・・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    

第 2500地区第 7分区ガバナー補佐 長江  勉君 

第 2500地区第 7分区ガバナー補佐幹事 

木内 治彦君 

第 2500地区第 7分区ガバナー補佐幹事 

工藤ゆかり君 

 

釧路ロータリークラブ    会長 伊貝 正志君 

釧路ロータリークラブ    幹事 邵  龍珍君 

釧路西ロータリークラブ   会長 坂口 裕二君 

釧路西ロータリークラブ  副幹事 三木 克敏君 

釧路東ロータリークラブ   会長 佐藤 公俊君 

釧路東ロータリークラブ   幹事 長谷川 渉君 

釧路ベイロータリークラブ  会長 沢田 雅仁君 

釧路ベイロータリークラブ  幹事 池田 圭樹君 

音別ロータリークラブ    会長 杉山 範雄君 

音別ロータリークラブ    幹事 伊東 幸裕君 

釧路北ローターアクトクラブ 幹事 中村理恵子君 

釧路北ローターアクトクラブ 会計 菊池 吉史君 
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次週にあわせて報告いたします。 

 

    

    

・・・・会会会会 長 挨長 挨長 挨長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

釧路南ロータリークラブにとりまして本年度一回目

の例会に2500地区第7分区ガバナー補佐を始め、各ク

ラブの会長、幹事様のご来訪を賜り誠に有難うござ

います。 

先月、クラブ創立30周年記念式典を終えたばかりの

歴史の浅いクラブではございますが今年度は特に我

がクラブから長江勉ガバナー補佐を輩出させて頂い

ております。 このような記念すべき時に会長を務め



させていただく事は本当に有難く感謝を申し上げる

次第でございます。 

また、前年度の長倉会長と佐藤幹事におかれまして

は一年間無事にクラブ運営をして頂き今年度に引き

継いでいただいた事に関しましても改めて厚く御礼

申し上げます。 

今年度のRI会長、田中作次氏は「奉仕を通じて平和

を」テーマにされ、又櫻田正弘ガバナーは「心と心、

笑顔と笑顔 今 奉仕のために行動を起こそう」と掲

げられております。 

それらを踏まえながらクラブの活動をしていくのは

勿論ではありますが、今現在、我がクラブの一番の

問題でもあります「歯止めのかからぬ会員の減少」

からの脱却が最優先と考えております。 南クラブの

最盛期からみますと会員数は半分以下ですし、先月、

高齢のため最後のチャーターメンバーである小野会

員も退会され、今年度は20名という少ない人数での

スタートとなりました。会員増強無くしてクラブの

未来は無いと思いますし、菅井会員増強委員長を筆

頭にクラブ一丸となって一人でも多く入会させ、活

気あふれるクラブ運営を目指して頑張って行きたい

と考えております。又、今年度はインターシティー

ミーティングが我がクラブの担当となっております。 

皆様のご指導、ご協力を賜りながら素晴らしいイン

ターシティーミーティングを開催できるよう努力し

てまいります。 

最後に私自身、本当に微力ではございますが長井一

広幹事と共に1年間、精一杯務めてまいりますので宜

しくお願い申しあげます。簡単ではありますが会長

として第一例会のご挨拶に代えさせていただきます。

一年間よろしくお願いします。 

    

    

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 次週に合わせて報告いたします。 

 

 

・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    

「「「「    役員役員役員役員    表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問    」」」」        

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

■第第第第 2500250025002500 地区第地区第地区第地区第 7777 分区長江勉分区長江勉分区長江勉分区長江勉ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南クラブの皆さん今日は。 今日は所属クラブの表敬

訪問という事で何となく変な感じがしますが、一応



恒例でございますので宜しくお願い致します。 

今年度、ガバナー補佐を務めさせて頂くことに成り

ました長江でございます。隣におりますのが、木内

治彦補佐幹事と工藤ゆかり補佐幹事です。お二人の

補佐幹事の協力の下でガバナー補佐としての役目を

務めさせて頂いている所でございます。 

一年間宜しくお願い致します。 

又、各クラブの会長・幹事さん、釧路北ローターア

クトの皆さん、ご来訪ありがとうございました。 

短い時間ではございましたがご歓談いただけました

でしょうか。今年度がスタートして今日で5日目にな

りますが、今日の南クラブで表敬訪問が4クラブ目で

す。 公式訪問の方が4日に釧路北RCさん5日が釧路RC

さんを終えた所です。この後4時から白糠RCさんの公

式訪問、明日が釧路北ローターアクトさんの表敬訪

問、 月曜日午前中が釧路東RCさんで午後から釧路西

RCさんの公式訪問と大変ハードなスケジュールに成

っております。 

7月に各クラブさんを2回訪問する事になっておりま

すので協力お願い致します。 

工藤補佐幹事にはお忙しい中、仕事の調整をして頂

き殆どのクラブさんを同行して頂くことに成ってお

り大変申し訳なく思っております。 

ガバナー補佐として公式訪問、表敬訪問と各クラブ

さんを訪問いたしまして、クラブ毎に特色があり、

素晴らしい活動をされております。まさに、櫻田ガ

バナーのテーマであります、心と心、笑顔と笑顔、

今 奉仕のための行動を起こそう、を実践されており、

ロータリアンとして大変良い経験をさせて頂いてお

ります。 

さて、第7分区のガバナー補佐として田中作次RI会長、

櫻田ガバナーの方針を第7分区8クラブのロータリア

ンの皆さんに協力を頂き、分区内クラブとガバナー

のパイプ役として活動をして参ります。 

第7分区でも近年会員数の減少が大きな問題になっ

ており、退会防止、会員増強を最重点目標として取

組んで参ります。 特に分区内クラブの交流を推進し、

合同例会や集団メークアップを推奨したいと思いま

す。この度、釧路RCさん、釧路北RCさんに公式訪問

いたしまして、改めて強く感じたところでございま

す。 

今年度ガバナー補佐として、分区内のロータリアン

が仲良く助け合って楽しいロータリー活動が出来る

よう進めていきたいと思っておりますので宜しくお

願い致します。 

最後に南ロータリークラブの益々のご発展と会員皆

様のご健勝をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて頂き

ます。一年間宜しくお願い致します。 

 

 

■釧路ＲＣ釧路ＲＣ釧路ＲＣ釧路ＲＣ    伊貝伊貝伊貝伊貝    正志正志正志正志会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南ロータリークラブの皆様こんにちわ。 

私、釧路ロータリークラブ会長の伊貝正志と幹事の

召龍珍(ソウリョンジン)君です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

南ロータリークラブ様の思い出は、釧路東映ホテル

を例会場としている時に私が初めてメーキャップを

体験したクラブでした。その時ソングリーダーを歌

い終わった後、会員が握手をする光景に驚きました。

当クラブでは行っていないセレモニーだったからで

す。今でこそ複数のクラブにメーキャップし、握手 

をする所が多いので驚くことは無くなりました。 

当クラブは昨日ガバナー公式訪問を終えたところで、

ほっとしています。長江ガバナー補佐、工藤ガバナ

ー補佐幹事には、お世話になりました事を改めて 

御礼申し上げます。当クラブは76周年を迎えます。 

また、3月10日に当クラブがホストクラブとして開催

しましたインターシティーミーティングにご協力頂

きありがとうございました。報告書の完成が遅くな

りましたが先週末に各例会場に届けております。内

容の濃い報告書になっていると思っております。ご

一読くだされば幸いです。 

釧路ロータリークラブは本年度『奉仕の心 奉仕の行

動 奉仕の達成』のテーマのもと開かれたロータリー

クラブを目指し活動したいと思います。 

森江会長、長井幹事を輩出の南ロータリークラブの

皆様一年間よろしくお願いいたします。 

 

 



■釧路釧路釧路釧路西西西西ＲＣＲＣＲＣＲＣ    坂口坂口坂口坂口    裕二裕二裕二裕二会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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坂口

裕二でございます。本来ですと当クラブの重鎮、井

岸幹事と一緒におじゃまするところでございますが、

あいにく体調を崩しておりまして、代わって三木副

幹事と参りました。よろしくお願いいたします。 

また、先般の当クラブの川島洋人パストガバナー補

佐の葬儀に際しましては多くの皆様のご参列を頂き

まして誠にありがとうございました。この場をお借

りして御礼申し上げます。 

さて、7月2日の西クラブの第1例会には、お忙しいな

か、長江ガバナー補佐、木内補佐幹事、工藤補佐幹

事、森江会長、長井幹事の皆様に表敬を頂き、さら

に励ましのご挨拶を頂き、心からお礼申し上げます。 

南クラブさんは昨年度記念すべき創立30周年を迎え

られ、 6月23日には記念式典、記念講演、祝賀会と

成功裡に収められました事に改めてお祝い申し上げ

ます。今後も40周年、50周年と更なるご活躍と飛躍

をされる事をご祈念申し上げるしだいでございます。 

個人的な事で恐縮ですが、南クラブの前年度長倉会

長には私の結婚式の友人代表のスピーチをして頂い

た間柄であり、また今年度の森江会長とは住まいも

会社も同じ町内で中学の先輩、後輩の間柄であった

りと、他にも公私ともに大変お世話になっている方

がたくさんおりまして、南クラブさんはとても親し

く感じるクラブでございます。今後も一緒により有

意義なロータリー活動を行ってまいりたいと思って

おります。最後に南クラブ様の益々のご発展と会員

皆様のご健勝を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。1年間よろしくお願い致し

ます。 

 

 

 

■釧路東ＲＣ釧路東ＲＣ釧路東ＲＣ釧路東ＲＣ    佐藤佐藤佐藤佐藤    公俊公俊公俊公俊会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めてお話しすることは苦手でございますが、まず

もちまして、前期当クラブの40周年記念行事に、直

前会長の長倉巨樹彦様・佐藤幹事様におかれまして

は、まことにお忙しい中、記念行事に駆けつけてい

ただきまして、誠にありがとうございました。 

この場をお借りいたしまして改めてお礼申し上げま

す。  

おかげをもちまして、40周年記念行事も無事終了し、

50周年に向けて出発したことをご報告申し上げます。

私も、会長という大役を受けたわけでございますが、

ロータリー歴の浅い私にとりまして、今期のテーマ

として何をなすべきか、試行錯誤しているというの

が現状です。私は大きなことはできませんが、櫻田

ガバナーのテーマにもありますよう、身近なところ

から、家庭や職場にロータリーの理解を訴え、さら

にわが街にロータリーが根づくよう、奉仕の道を広

めようと考えます。さらに7分区ロータリアンとして

親睦を深め、皆様方と絆を深めまいりたいと思いま

す。 

さらに今年度におかれましては、長江ガバナー補佐

を輩出され、IMの開催と、南ロータリークラブにお

かれましても、多忙な1年を迎えられると思います。

私も、微力ながら応援させていただきたいと思いま

す。このような考えから、今期進めてまいりたいと

思いますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上

げ、措辞ではございますが挨拶に代えさせていた 

だきます。今期1年よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



■釧路ベイＲＣ釧路ベイＲＣ釧路ベイＲＣ釧路ベイＲＣ    沢田沢田沢田沢田    雅仁雅仁雅仁雅仁会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

私が、今年、釧路ベイロータリークラブ会長を務め

ることになりました沢田です。横に控えております

のが、私の女房役を務める池田幹事です。よろしく

お願いします。また、わがクラブから、霞本会員が

ガバナーエレクトに輩出されています。お世話にな

ることがあると思いますので、よろしくお願いしま

す。 

昭和46年度に創立されました、伝統ある釧路南ロー

タリークラブの表敬訪問できたことを誇りに思いま

す。平成9年に創立された釧路ベイロータリークラブ

とは、重さが違います。私も、例会に出席せず、末

広の町に出席することが多々ありました。 

この厳しい経済状況もあり、会員増員はなかなか難

しい状況にあるなか、まして、ロータリー活動に参

加していること事態問われる時代でありますが、が

んばっていきますので、よろしくお願いします。最

後に、釧路南ロータリークラブの益々のご発展、ご

健勝をお祈りいたしまして、表敬訪問の挨拶とさせ

ていただきます。どうぞ1年間よろしくお願いします。 

 

 

■音別音別音別音別ＲＣＲＣＲＣＲＣ    杉山杉山杉山杉山    範雄範雄範雄範雄会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南RCの皆さんこんにちは。 

私、音別RC本年度会長を務めます杉山範雄でござい

ます。隣りが幹事を務めます伊東幸裕君でございま

す。実は私は会長3度日、幹事の伊東君は3年連続で

ございまして、皆様には異常ではないかと思われる

かも分りませんが、現在16名の会員数では仕方の無

いことかと、あきらめているところでございます。 

音別RCは以前より「小人数クラブなれど弱少クラブ

に非ず」と若干背伸びしたスローガンを掲げ日々活

動している所ではございますが、物足りない点ばか

りですので釧路南RCの皆様のお知恵も賜りたくお願

い申し上げるところでございます。 

4月7日の第一回次期会長・幹事会以来、長江ガバナ

ー補佐、補佐幹事の木内様、工藤様には大変お世話

になり、只今もご指導を頂いている最中でございま

して引き続き高い立場からのご支援をお願い申し上

げる次第でございます。 

私は活動計画の中で重点項目を5ツほど掲げました

が、その第一に例会の内容充実をあげました。60分

の例会が楽しく、更に有意義な時間となれば出席率

もアップするのではないかと考え、私自身ロータリ

ーを良く勉強し、又世間の事などを興味深く伝えて

行こうかと思っているところでございます。 

又、これは嫌がられるのですが、会員卓話の順番化

を実現したいと思っております。 

これはロータリアンとして自分自身の勉強にもなり

ますし、又資質をたかめることにも効果的な策では

ないかと考えております。 

今日は初めて釧路南RCの例会に出席させて頂き大変

立派な会場で美味しくご馳走になりました。ありが

とうございました。クラブの皆様のご健勝をご祈念

申し上げ表敬訪問のご挨拶と致します。 

 

 

■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    中村理恵子幹事中村理恵子幹事中村理恵子幹事中村理恵子幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。釧路北ローターアクトクラブ、幹

事の中村理恵子と申します。隣のおりますのが会計



の菊池吉史です。よろしくお願いします。まず、本

日会長の大町勇太郎会員が都合でお伺いできない

事をおわび申し上げます。ごあいさつを預かってお

りますので、代読させていただきます。 

皆様こんにちは。只今ご紹介いただきました、釧路

北ローターアクトクラブの今年度会長を務めます、

大町勇太郎と申します。本日は仕事の都合上、例会

に出席できず書面での代読となる事を、お詫び申し

上げます、皆様、今年度もよろしくお願い致します。

まず始めに、釧路南ロータリークラブ様におかれま

しては、毎年の助成金を頂き、会員一同、感謝の気

持ちでいっぱいです。今年度のクラブテーマは、恐

れることなく、自分の目的・目標に向かって、ひた

すら前進するという意味の「勇往邁進」としました、

経験の浅い会員が多い年度で、問題・課題がたくさ

ん出てくると思いますが、四つのテストを原則とし、

会員皆で、話し合い、ぶつかり合いを繰り返し、や

ると決めた事は最後までやり抜きます。その際、ロ

ータリアンの皆様にご相談させていただく事があ

ると思います、そのときはご指導をいただきたいで

す。今年度の主な活動としましては、東日本大震災

復興支援チャリティーフリーマーケット、新釧路川

河川敷清掃に加え、三つの委員会で一度は必ず奉仕

活動を行い、更に、こういう事をやりたい、こうい

う事をやってみたいという会員がいれば、挑戦しま

す、実現に向けて会員皆で、一から企画し、実行し、

成功しても失敗しても、最後には、必ず見つめ直し

何度でも挑戦する、この経験は、会員皆が社会でも

活かしていけると思います、それと同時に、会員同

士の絆が深まり、次の活動に、胸を張って取り組む

事ができるようになるはずです。このような経験を

できる、ローターアクトクラブはとても素晴らしい

場だと思います、このクラブを、市民の皆様にも知

って頂けるよう、働きかけていきます、また、私た

ちの友人などにも声を掛け、会員を増やし、釧路を

盛り上げていきたいです。ロータリアンの皆様、是

非例会・奉仕活動を見に来てください。その際、従

業員やご家族など、18 歳～30 歳の方が周りにいら

っしゃれば、是非ご紹介頂きたいです。最後に、釧

路南ロータリークラブ様の、益々のご発展と、会員

皆様のご健勝をご祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶

とさせて頂きます。今年度も一年間、どうぞよろし

くお願いします。 

 

■謝辞謝辞謝辞謝辞    森江森江森江森江会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は大変お忙しい中を当クラブ第一例会にご出席

をたまわり誠に有難うございます。 

又長江ガバナー補佐、並びに各クラブ会長さまから

ご丁寧なごあいさつを頂き、こころから感謝申し上

げます。 

私はこれから一年間、釧路南ロータリークラブの為

に一生懸命頑張っていくつもりではありますが何分

にも勉強不足の未熟者でございます。今日こうして

ご来訪くださいましたロータリアンの皆様のご指導、

ご協力を賜れば幸いと存じます。 

結びになりますが第7分区内の各クラブのご繁栄、そ

してロータリアンの皆様のご健勝を心からご祈念を

申し上げまして御礼のご挨拶とさせていただきます。 

本日はどうも有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

７月１３日（金） 

「 クラブ協議会 」  16：00～釧路東急イン 

「 ガバナー公式訪問 」18：00～釧路東急イン 

 担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                                    森江会長 

今週の会報担当：佐藤了会員 


