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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           森江会長 

    

・・・・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    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 長井 一広幹事 

 

・・・・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    

国際ロータリー第 2500 地区 

葭本正美ガバナーエレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路ベイＲＣ成田育夫会長エレクト・ 

釧路ベイＲＣ石森伸夫エクスカーション担当 

 

 

    

    

 

 

 

 

    

 

南クラブの皆さん、こんにちは。 

釧路ベイクラブの次年度会長の成田と申します。 

本日は、お礼とお願いに参りました。 

今年度は、長江ガバナー補佐には、大変お世話にな

り、ありがとうございました。 

先達ての、PETS.地区協議会には、次年度佐藤玄史会

長初め、クラブ会員の参加を賜り、ありがとうござ

いました。葭本ガバナーエレクトより只今報告があ

りました様に、この度のPETS.地区協議会が盛会裏に

終了できました。これも地区内会員皆様のご協力、

ご支援の賜ものと感謝を申し上げます。 

本日のお願いは、ご存知の様に葭本ガバナー年度に

なります。釧路ベイＲＣはホストクラブとして、地

区大会10月11日～ 13日迄、釧路市にて開催されます。 

第7分区市内クラブのご協力を頂き、準備して行きた

いと思います。 

南クラブ様には、コ・ホストとしてエクスカーショ

ンを担当して頂きたく、お願いに参りました。 

釧路ベイクラブは、会員21名のクラブでございます。 

会員一同、準備しております。 

どうぞご理解を賜れば幸いに存じます。葭本ガバナ

ーを支え、第7分区北川ガバナー補佐の下に市内各ク

ラブのご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本日は南クラブの貴重な時間をご配慮頂き、

ありがとうございました。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の４月２６日会員ミニ卓話例会に、韓国第３５

９０地区友好クラブ・新晋州（セイチンジュウ）Ｒ

Ｃと共に、居冒（コチャン）地区大会参加のため出

席出来ませんでしたが後日、地区大会の模様も含め

報告・発表したいと思います。本日のプログラムは、

先月４月２０日（土）・２１日（日）に第 2500 地区

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）と地区協議

会の報告を、次年度会長・幹事に発表していただく

との事で宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国友好クラブ・新晋州ＲＣの晩餐会会場に張られ

ていました、歓迎の横幕です。 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

****    第７・８分区の各ＲＣより５月のプログラムと４

月の会報を拝受しております。 

****    第６回パークゴルフ大会の案内がまいっており

ます。参加希望の方は、幹事まで。 

****    例会終了後、理事会を開催いたします。 

 

・・・・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        上川原上川原上川原上川原親親親親睦睦睦睦活動活動活動活動委員長委員長委員長委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

・本日のニコニコ献金 

 葭本正美ガバナーエレクトより。 

 佐藤 了会員 18 才から納めた年金の 

支払いが終了しました。 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会        清水出席プログラム委員長清水出席プログラム委員長清水出席プログラム委員長清水出席プログラム委員長    

会員24名 14名出席 出席率58％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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    次期会長・幹事次期会長・幹事次期会長・幹事次期会長・幹事    

◆佐藤玄史会長エレクト佐藤玄史会長エレクト佐藤玄史会長エレクト佐藤玄史会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 



ＲＩ第2013～2014年度地区 

会長エレクト研修セミナー(PETS)地区協議会報告 

PETS、地区協議会が、4 月 20 日(土)、21 日(日)に

地元、交流センタにて開催されました。 

次年度は、葭本正美(釧路ベイ RC)ガバナーです、皆

様もご存じの釧路ベイ RC の小クラブからの輩出で

ベイの会員が一人何役を受け持ち、もちろん親クラ

ブの北 RC の支援を受けて、PETS,地区協議会を無

難に運営されました。まず報告したいと思います。

ちなみに、ガバナーエレクトは、(帯広 RC)奥 周盛、

ノミニーは、東堂明(旭川北 RC)に決まります。2500

地区 7 分区ガバナー補佐は、北川健二(北 RC)が葭本

ガバナーの補佐役を担当します。 

さて、本題に入りますが、先ずは（PETS）では会

長、佐藤了幹事と参加しました。これは、皆様もご

存じだと思いますが各クラブのリーダーの研修プ

ログラムと思っていただきたいと思います。 

 

① RI 会長テーマー並びに国際協議会報国、ちなみ

に RI 会長コン D バートン(米国オクラハマ州)

弁護士出身です「ロータリーを実践し皆に豊か

な人生を」2013～14 年度のテーマーになります。

国際協議会では、次期ガバナーに全員に「模範

をしめしていく」ロータリー財団に寄付を求め

て総額 675,412 ドル 67,541,200 円(日本円)この

ことは、会員増強にも当てはまることである。

入会をお願いするか、二つの選択肢があります

が「まずはお願いすることが重要である」会員

増強は入会させたときに終わるのではなく、「入

会した新会員がロータリーに積極的に参加しロ

ータリーによって意欲を高め、ロータリーの奉

仕のパワーで人々の人生を豊かにできるように

なって初めて、仕事が終わったことになるので

す」 

② 葭本ガバナーエレクトの国際協議会報告では、

RI の 3 年に１回での規定審議会での RI の会員

の状況を踏まえた 121 万 5392 人(2012 年 1 月

現在)、クラブの 25 名以下の合併等問題 

 

 

 

③ 葭本ガバナー方針 

「讃えよう地域を！クラブを！会員（自分）を！

ロータリーとの出会いに感謝！」 

� 会員増強で楽しいクラブを 

� 地域社会に対する奉仕を見つめなおそう 

� 「未来の夢計画」の始まり年度、地区資金

でプログラムの簡素化 

� 今年度地区予算案26,750,000 円 

� 地区活動予定表 

 

続いて地区協議会開催 

第一分科会－会長、副会長、会長エレクト 

第ニ分科会－幹事、会計、会場監督 

第三分科会－ 

第四分科会－ロータリー財団、米山記念奨学会 

第五分科会－職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕 

第六分科会－新世代、ライラ 

それぞれ、六分会に分かれて次年度の具体的な活動

計画が話されました。 

私は第一分科会に参加しましたので 

① RI 会長テーマー 

② 地区の現状を地区目標について 

③ 公式訪問について 

④ 財団・米山への協力について 

⑤ 魅力ある例会運営と魅力あるロータリー活動 

⑥ 継続事業について 

⑦ 会長の使命 

それぞれリーダー、サブリーダーから報告を受

け“基本は楽しいクラブの運営、奉仕活動を通

じて楽しい活動を図っていく”これらを通じて、

当南ロータリークラブの今年度の活動計画を作

っていかなければなりません。 

今後、佐藤了幹事先頭に具体的に作成する次期

計画が示されますので、会員皆様のご協力を、

お願い致しまして、報告といたします。 

 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕、ロータリー情報、会員増強 



◆佐藤佐藤佐藤佐藤    了次年度幹事了次年度幹事了次年度幹事了次年度幹事    

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、次年度幹事として参加しました４月

２０日（土）会長エレクト研修セミナー（省略形Ｐ

ＥＴＳ・ペッツ）と４月２１日（日）の地区協議会

参加の報告をします。佐藤玄史会長エレクト報告と

重複しますがお許しください。 

 ４月２０日（土）ＰＥＴＳ開催の前１０：００受

付、１２：００閉会で小船井セミナー実行委員長司

会・進行の中、地区ロータリー財団補助管理セミナ

ーが観光国際交流センターに於いて、長江 勉次年

度ロータリー財団米山委員長・佐藤玄史会長エレク

ト・佐藤 了次年度幹事参加で、新年度よりはじま

る「未来の夢計画」に合わせて、このセミナーに各

クラブ１名以上は絶対参加し、地区と各クラブの間

でＭＯＵ（覚書）を交わさなければ、次年度地区補

助金の申請資格を失いグローバル補助金、パッケー

ジ補助金等の申請資格も失うとの内容で、研修を受

けてきました。この件では「未来の夢計画」に合わ

せ、当クラブでも研修が必要と考えております。 

その後釧路全日空ホテル、１２：００受付開始で

葭本ガバナー年度ＰＥＴＳ（Presidents-Elect 

Training Seminar）が始まりました。葭本ガバナー

エレクト点鐘・開会セレモニーに続き、次年度活動

目標・国際ロータリー会長ロンＤバートン氏のプロ

フィール並びに葭本ＧＥ両会長方針が発表され、佐

藤玄史会長エレクト・佐藤 了次年度幹事ほか、約

１９０名の参加者のもと次年度第２５００地区の活

動がスタートしました。研修リーダー講話としまし

て、清水、小船井、足立各パストガバナーからそれ

ぞれロータリーの素晴らしさ、リーダーとしての責

務、国際奉仕に対するロータリアンの根幹等の講話

をいただき、次年度予算案・活動スケジュールの発

表・確認後、１６：００閉会点鐘と成りました。 

 その後、同じ観光国際交流センターに於いて１

６：００より開催の会員増強拡大委員会合同セミナ

ーに、佐野 実会員増強委員長・佐藤玄史会長エレ

クト・佐藤 了次年度幹事参加で１７：３０閉会ま

で、国際ロータリークラブの目標、全国・全道・分

区それぞれの現在までの推移や現状、取り組みにつ

いて研修を受けました。 

 １８：００から１９：３０まで次年度会長・幹事・

地区役員、現役員合同懇親会が開催され、櫻田ガバ

ナー初め、他ロータリアンと楽しく交流し２次会へ

と流れて行きました。 

 翌４月２１日（日）９：００受付、点鐘・開会セ

レモニーから１４：３０の本会議・各分科会リーダ

ー発表・総評・閉会点鐘まで、観光国際交流センタ

ー・釧路全日空ホテルを会場にＲＩ第２５００地区

の地区協議会が約７３０名の参加で昼食を挟み、第

１分科会から第６分科会へ各クラブ次年度会長・幹

事、委員会・委員長が担当分科会に分かれ研修を受

け、新年度に向け質問や意見の交換が行われました。 

当南ＲＣからも各分科会に１５名が参加しました。 

 私は、第２分科会に参加し清水パストガバナー他、

同分科会の会計・会場監督・事務局それぞれ講師か

ら８項目のアドバイスを受けました。幹事の役割と

して重要な７項目の報告書作成・提出先・提出締切

日や、会長の補佐・各委員会との連絡・確認など重

要な会務について学び、各分科会リーダーの発表・

総評を聞き長い２日間を終えました。 

 この期間中、講師・アドバイザーで来られた音更

ＲＣ、黒川吉一会員と美幌ＲＣの北守 勲ガバナー

補佐には、前日の当南クラブ夜間例会（１９日・金）

終了後会食をし、ロータリーについてアドバイスを

受け学ぶ機会が有りました。また、余談ですが会場

横にオランダ船籍の旅客船・ＶＯＬＥＮＤＡＭ（フ

ォーレンダム）号、乗員人数約２０００名を乗せ釧

路港に停泊しており、タイミングよく眺める事が出

来ました。 

 最後に成りますが、次年度幹事としてまだまだ学

ぶ事が沢山有りますが、何事も社会奉仕と人間、生

涯学習とロータリー会務に努めます。今後とも当南

ＲＣパスト会長初め、先輩役員皆さまのアドバイス、

ご協力をお願いしまして報告といたします 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会にて 佐藤玄史会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区協議会第2分科会の模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まもなく終了、各分科会リーダー発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会点鐘間近、お疲れ様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オランダ船籍Volendam(フォーレンダム)号 

 

 

 

 

 

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

・・・・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１７日（金）１９日に振替 

５月１９日（日） 

「 家族同伴花見例会 」移動例会 

会場 赤いベレー(阿寒休養村) 

 担当：新睦活動委員会 

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

今週の会報担当：亀岡孝会員 


