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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘         佐藤玄史会長 

    

    

・・・・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    

 ｢奉仕の理想｣ ｢君が代｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 亀井 麻也会員 

 

 

 

・・・・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 北川 健二君 

    〃       補佐幹事 田村憲一郎君 

釧路ロータリークラブ    会長 吉田 秀俊君 

釧路ロータリークラブ    幹事 脇  弘幸君 

釧路北ロータリークラブ   会長 小野寺英夫君 

釧路北ロータリークラブ   幹事 佐渡 正幸君 

釧路西ロータリークラブ   会長 那智  哲君 

釧路西ロータリークラブ   幹事 山本 秀基君 

釧路東ロータリークラブ   会長 山田 敏昭君 

釧路東ロータリークラブ   幹事 山田嘉保留君 

音別ロータリークラブ    会長 横山 寛道君 

音別ロータリークラブ    幹事 伊東 幸裕君 

釧路ベイロータリークラブ  会長 成田 育夫君 

釧路ベイロータリークラブ  幹事 春日 賢二君 

釧路北ローターアクトクラブ 会長 中村理恵子君 

釧路北ローターアクトクラブ 幹事 畠山 優那君 

 

 

 

    

    

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

伊東 良孝会員  Ｓ60. 7. 1（28年目） 

和田  優会員  Ｓ60. 7. 19（28年目）    

長倉巨樹彦会員  H16. 7. 1 （9年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

和田  優会員    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

長倉巨樹彦会員    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、今年度、第 1 回目の例会ということで、7

分区、北川ガバナー補佐始め、各クラブから会長・



幹事さんが表敬訪問にお越しいただいております。

後ほどに各クラブの会長・幹事さんからご挨拶受け

たいと思います。すでに、釧路西ＲＣ、釧路東ＲＣ、

釧路北ＲＣ、釧路ＲＣを終え本日、南ＲＣの表敬訪

問になっております。南ＲＣも、全国的な会員減少

に陥っております。私自身、最初の幹事の 2001 年

度には 45 名位の会員がおりました。昨年は、森江

前会長が 6 名の会員増強で、現在 25 名でスタート

いたします。若い会員が増え、今後の活躍が期待さ

れます。ＲＩ会長の「ロータリーを実践し、みんな

に豊かな人生を」と今年度のテーマーです。2500

地区からは、ベイＲＣから、葭本正美ガバナーを輩

出し「讃えよう地域を！クラブを！会員（自身も）

を！ロータリーとの出会いに、感謝し！」というこ

とをテーマーに、ロータリーの楽しさを追求しよう

ということです。ＲＩ会長のテーマー、2500地区、

葭本ガバナー方針に合わせて楽しいロータリー活動

を進めていきたいと思います。北川ガバナー補佐を

先頭に南ロータリークラブも微力ながらも頑張って

いきたいと思います。本日は、各クラブの会長から

のご指導、激励うけて頑張っていきたいと思います。

ご来訪ありがとうございます。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

次週に報告いたします。 

 

 

 

・・・・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    

・本日のニコニコ献金 

 伊東 良孝会員  入会記念祝として 

 和田  優会員  入会記念祝として 

 長倉巨樹彦会員  入会記念祝として 

 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員25名 16名出席 

メーキャップ10名 出席率104％ 

 

 

 

・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    

「「「「    各クラブ役員各クラブ役員各クラブ役員各クラブ役員    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    

◆長江前第７分区ガバナー補佐挨拶長江前第７分区ガバナー補佐挨拶長江前第７分区ガバナー補佐挨拶長江前第７分区ガバナー補佐挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第第第第 2500250025002500地区第７分区地区第７分区地区第７分区地区第７分区北川健二北川健二北川健二北川健二ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。私の多いメーキャップクラブは南クラ

ブです、理由は会社が近い事と、メンバーに親近間

をとても感じているからです。思い出すのは、ロー

ヤルインでの月末パン食の例会がとても懐かしい

です。昨年度ガバナー補佐長江さん一年間お疲れ様

でした。今年度ガバナー補佐を務めるにあたり、長

江さんからは昨年度の資料を頂きました、頂いた資

料は本年度分も加えて次年度に申し送りをしたい

と思っています。先輩ガバナー補佐福井さんには敬

意を表します。また、前年度会長森江さん、幹事の

長井さん一年間お疲れ様でした。 

本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます、釧路北

ＲＣ所属の北川健二です。ガバナー補佐幹事は田村

さんと今日は来ておりませんが迫田さんの2人です。

一年間どうか宜しくお願いいたします。 

本年度国際ロータリー、ローンＤ・バートン会長の

メッセージを心に留め、葭本ガバナー方針「讃えよ

う地域を！クラブを！会員を！ロータリーとの出

会いに感謝！」を踏まえて、第7分区から選ばれた

ガバナーを、分区８クラブでしっかり支えていきま



す。また、分区活動としては、8月 24～25日釧路で

行われる全道中学親善硬式野球大会の主催・10月に

は福島の原発被災地へ水を1万本、夢計画事業とし

て８クラブ合同で送る予定です。 

また来年6月には6年目の継続事業であります、飲

酒運転撲滅パークゴルフ大会を開催し、益金を交通

遺児奨学基金に寄贈します。更に、来年3月 1日に

行われるＩＭでは、1936 年（昭和 11 年）釧路ロー

タリークラブが誕生した経緯から現在に至るまで

の過去を振り帰り、その中から諸先輩が残した熱い

思いを汲み上げた集まりにしたいです。 

更に、日高山脈を境に分かれ、今は行き来の少ない

2510地区との交流も考えてみたいです。本年度葭本

ガバナー方針であります、財団への100ドル寄付・

ポリオへの指定寄付・米山奨学会への特別寄付も併

せてお願い致します。 

そして、分区8クラブの会長・幹事さんと常に連携

を取り合いクラブ運営に協力してゆくと同時に、分

区内ロータリアンが仲良く楽しい活動ができます

ように努めさせて頂きます。会員皆様のご指導の程

宜しくお願いいたします。 

最後になりますが、クラブ会員のご健勝と佐藤会長

さん・佐藤幹事さんの出航を心からお喜び申しあげ

ます。 

 

 

 

◆釧路ロータリークラブ釧路ロータリークラブ釧路ロータリークラブ釧路ロータリークラブ    吉田吉田吉田吉田秀俊会長秀俊会長秀俊会長秀俊会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今年度釧路ロータリークラブの会長を

務めさせていただきます吉田でございます。 

隣に控えておりますのは幹事の脇君です。 

この一年間何かとお世話になると思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

表敬訪問も今日の東クラブさんで5クラブ目になり

ますが、それぞれのクラブが特徴ある例会を開催し

ており、私自身大変参考になっております。特にロ

ータリアン同士の握手は、釧路クラブでは行ってお

りませんので、当初気恥ずかしさが有りましたが、

大分慣れてまいりました。 

今年度、出席委員会ではメーキャップの推進を活動

計画に盛り込んでおります。在籍年数の短いメンバ

ーを中心に、他クラブのメンバーと交流を深め、更

に他のクラブの良いところを吸収しようという目

的でお伺い致しますので、その折には是非温かく迎

え入れて頂きますよう、宜しくお願い致します。 

今年度釧路クラブは「ロータリーの実践 それは地

域から そして未来へ」というスローガンを掲げま

した。私たちの生活基盤そしてロータリーの活動基

盤でありますこの地域に重点を置いた活動を推進

して行きたいと考えております。地域が抱える問題

や課題にロータリークラブとしてまたロータリア

ンとして何ができるのかを模索し、出来ることから

着実に手掛けて行きたいと思っております。特に地

域の未来を担う青少年にスポットを当て、今まで行

ってきたアイスホッケーや野球といったスポーツ

への支援だけではなく、教育や文化など多面的に支

援の輪を広げて行きたいと考えております。今年度

は第 7 分区より葭本ガバナーを輩出しております。

そして釧路クラブから見ますと南クラブとは兄弟

関係にある北クラブからは北川ガバナー補佐を輩

出しております。 

これから行われます地区の事業そして分区の事業

には、皆さんと力を合わせて協力して行きたいと考

えておりますので宜しくお願い致します。 

最後に釧路南ロータリークラブの益々のご発展と、

佐藤玄史会長そして佐藤了幹事のご活躍を心から

ご祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶とさせていただ

きます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

◆釧路北ロータリークラブ釧路北ロータリークラブ釧路北ロータリークラブ釧路北ロータリークラブ    小野寺秀夫小野寺秀夫小野寺秀夫小野寺秀夫会長会長会長会長 

 

 

 

 

 

 

 

 



皆様こんにちは。今年度、釧路北ロータリークラブ

会長を務めさせていただきます小野寺です。となり

が幹事の佐渡正幸君です。釧路南ロータリークラブ

さまの新年度の幕開けにあたり心からお祝い申し

上げます。私が南クラブさんの例会に伺うのは２回

目でありまして、前回は９年前になりますが、足立

パストガバナーが北クラブ会長の時の幹事として

同行してまいりました。こちらのクラブの福井克美

さんがガバナー補佐を務められていた時で、その節

は大変お世話になりありがとうございました。今年

度私共のクラブからは北川ガバナー補佐が就任し

ております。皆様のご協力が多々必要になる事と思

いますのでよろしくお願い致します。この後に挨拶

もありますが、私共北ロータリークラブが提唱して

おります釧路北ローターアクトクラブへの前年と

変わらぬ助成金を拠出していただき誠にありがと

うございます。北ローターアクトクラブの会員の減

少に苦しんでおります。社員の方などを紹介してい

ただけますとありがたいです。重ねてお願い致しま

す。今年度釧路北ロータリークラブの会長方針に

「讃えようロータリアン、実践しよう奉仕」と掲げ

させていただきました。ロータリアンの良さを改め

て自覚していただく事が会員増強に繋がると確信

し、各ロータリークラブの皆様の御協力、御指導を

頂きながらクラブ運営に努めてまいりたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願い致します。最後

になりましたが、今一度佐藤玄史会長、佐藤了幹事

の御活躍と釧路南ロータリークラブさまのご発展

をご祈念申し上げ表敬訪問の挨拶とさせていただ

きます。一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

◆釧路西ロータリークラブ釧路西ロータリークラブ釧路西ロータリークラブ釧路西ロータリークラブ        那智那智那智那智    哲哲哲哲会長会長会長会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。今年度、釧路西ロータリークラ

ブの会長を努めます那智 哲です。横にいますのが、

私の女房役を務める山本秀基幹事です。今年一年、

よろしくお願いします。 

今回、釧路南ロータリークラブに表敬訪問できまし

たことは誇りに思っています。釧路南ロータリーク

ラブは、１９８２年に創立され、昨年は創立３０周

年記念式典及び祝賀会を盛大にされたと聞いてお

ります。また、釧路南ロータリークラブは、日頃か

ら多くの奉仕活動をされていると聞いています。ま

た、釧路南ロータリークラブは、日頃から多くの奉

仕活動をされていると聞いています。ロータリーク

ラブの継続的維持に関わる会員増強について話し

ますと、釧路南ロータリークラブの会員は２５名と

聞いており、釧路西ロータリークラブの会員もほぼ

同様な会員です。厳しい経済状況の中、会員増強は

厳しいところですが、釧路南ロータリークラブと釧

路西ロータリークラブは、お互い協力･連携しあっ

て会員増強をはかろうと思います。釧路西クラブの

宣伝をさせていただきますと、第７分区の事業とし

て飲酒運転撲滅及び交通事故防止キャンペーンと

してパークゴルフ大会を開催し、また、昨年まで３

０年間釧路西ロータリークラブ会長杯小学生バレ

ーボール大会を開催してきました。今後も釧路南ロ

ータリークラブの皆様と連携・交友を深め、お互い

が更なる発展が出来たら良いと思っています。最後

に、佐藤玄史会長、佐藤了幹事、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

一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◆釧路東ロータリークラブ釧路東ロータリークラブ釧路東ロータリークラブ釧路東ロータリークラブ    山田敏昭会長山田敏昭会長山田敏昭会長山田敏昭会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

今年度、釧路東ロータリークラブの会長を命ぜられ



ました山田敏昭と申します。隣におりますのが、幹

事の山田かおる君です。今年のクラブ役員は偶然に

も同姓が多く、私ども東クラブは、山田、山田のワ

イワイコンビ、こちらの南クラブの会長、幹事さん

は佐藤、佐藤の甘党コンビ。どちらもありふれた苗

字だけに、よく間違われます。そこでお互いに名前

で呼ぶことにすれば良いかなと思い、考えてみまし

た。すると佐藤さんの方は玄史さん、了さん、とす

んなりきました。ところが私たちの方はと云うと、

「敏ちゃん」じゃ田原俊彦になってしまうし、「ア

ッキー」だと、どこかのおかまバーのお姉さんと間

違われそうだし･･･。幹事の方はといえば、「かおる

ちゃん、遅くなってごめんね、かおるちゃん」「俺

は男のかおるだ！」と後から張り倒されそうなので、

私たちの方は名前で呼ぶのは止めにしました。とっ

ても紛らわしくちょっと怪しいコンビですが、力を

合わせて一生懸命頑張りますので、一年間よろしく

お願い申し上げます。さて、南クラブさんには、つ

い先日も合同例会を開催していただき、大変お世話

になり、ありがとうございました。うちのクラブに

は、酔うほどに元気のでる者、酔わなくてもテンシ

ョン高い奴など、口達者、芸達者、ニセ芸者までお

り、とても破天荒なクラブですが、我が東クラブの

テンションに合わせていただき、本当に楽しい時間

を過ごさせていただきました。もしも迷惑でなけれ

ば、いつかまた近いうちに、あの楽しかった合同例

会を再びの･･･と考えておりますがいかがでござい

ましょうか。 

最後に改めまして今年度、佐藤玄史会長、佐藤了幹

事の下、共に葭本ガバナー、北川ガバナー補佐を支

え、ますます発展されることを祈念いたしまして、

表敬訪問の挨拶とさせていただきます。 

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

◆音別ロータリークラブ音別ロータリークラブ音別ロータリークラブ音別ロータリークラブ    横山寛道会長横山寛道会長横山寛道会長横山寛道会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南ＲＣの皆さん こんにちは 今年度音別Ｒ

Ｃの会長を務めることになりました横山寛道です。

隣が幹事を務めます伊東幸裕幹事でございます。 

一年間よろしくお願いいたします。伊東幹事は連続

4 年目の幹事ということもありまして大変心強く頼

もしく思っています。我が音別ロータリークラブは、

いつからか[少人数クラブなれど弱小クラブに非

ず]を合言葉に意識を高く持って活動しています。 

15名という少ない会員数でありますので、特に会員

の純増には努力してまいりたいと思っています。 

又、今年度の方針として例会の充実に力を入れたい

と考えております。楽しいクラブは居心地のいいク

ラブであり例会の内容、プログラムを工夫し、充実

してくることによって出席率の向上にも繋がると

考えます。皆様のご指導、ご協力を頂きながら進め

て参りたいとおもって居ります。最後になりますが

釧路南ＲＣの益々のご発展と会員皆様のご健勝を

心よりご祈念申し上げまして表敬訪問の挨拶とさ

せていただきます。 

1年間宜しくお願いいたします。 

 

 

◆釧路ベイロータリークラブ釧路ベイロータリークラブ釧路ベイロータリークラブ釧路ベイロータリークラブ    成田育夫会長成田育夫会長成田育夫会長成田育夫会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南クラブの皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただ

きました、今年度、釧路ベイクラブ会長、成田 育

夫と申します。同行しております、幹事の春日 賢

二君です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

今年度は葭本ガバナー年度でございます。先達ての、

PETS.地区協議会には佐藤会長初め、クラブ会員の

参加を賜り、ありがとうございました。10 月 11 日

～13日迄、地区大会が釧路市にて開催されます。 

ベイクラブ会員一同準備しております。先達ての例

会では、南クラブ様には、エスカレーションを担当

して頂きたくお願いに参りました。第7分区市内ク

ラブ様のご支援、ご協力を頂き準備して行きたいと 



 

思っております。また、明輝高校IACに負担金を前

年度同様に、ご支援、ご協力を賜りありがとうござ

いました。第7分区各クラブ様のご協力とご支援を

賜り、葭本ガバナーを支え、第7分区北川ガバナー

補佐の下に、活動して行きたいと思っております。 

佐藤 玄史会長、佐藤 了幹事様のご活躍と南クラブ

会員皆様のご健勝とクラブの益々のご発展をご祈

念申し上げ、表敬の挨拶とさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

◆釧路北ローターアクトクラブ釧路北ローターアクトクラブ釧路北ローターアクトクラブ釧路北ローターアクトクラブ中村恵理子会長中村恵理子会長中村恵理子会長中村恵理子会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。ただいまご紹介いただきま

した、今年度、会長を務めさせていただきます、中

村恵理子と申します。隣のおりますのが、幹事の畠

山優那です。今年度１年間よろしくお願いします。

まず始めに、釧路南ロータリークラブの皆様におか

れましては、毎年の助成金をいただき、会員一同、

心より感謝申し上げます。また、前年度ガバナー補

佐を務められまして、長江様、ガバナー補佐幹事の

木内様、工藤様にも、大変お世話になり、ありがと

うございました。今年度のクラブテーマは、「前進

～to the one step～」としています。アクター

としての活動は、例会、毎年行っている奉仕活動、

ブロック行事や地区行事など、さまざまなものがご

ざいます。そのひとつずつを、しっかりと理解しな

がら、「準備→本番→終わった後の振り返り」と、

ひとつの事柄で会員全員が一歩ずつ成長できる機

会になるような年度にしたいと思っております。そ

して、自分の為にできること、地域の皆様のために

できることを、会員ひとりひとりがしっかりと考え、 

 

 

 

行動できるようなクラブにしたいと考えています。

また、「ローターアクトクラブ」という世間での認

知度の低さ、会員の減少、現会員のクラブ活動の意

味の理解の差など、問題点も多くあります。そのす

べてを少しずつ解決し、意味のあるクラブ活動がで

きるよう努力していきたいと思います。また、釧路

南ロータリークラブの皆様にも、引き続き幣クラブ

へ、ご指導、ご鞭撻いただきますよう、お願い申し

上げます。最後に、釧路南ロータリークラブ様、会

員の皆様のますますのご健勝をご祈念いたしまし

て、表敬の挨拶とさせていただきます。今年度1年

間、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も宜しくと全員で1枚 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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１２日（金） 

「 出港式・優秀出席者表彰 」 

会場 釧路東急イン 

 担当：親睦活動委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        佐藤玄史会長 

今週の会報担当：長井一広会員 


