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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    

「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 前田 裕治会員 

 

    

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

高橋 康成会員  Ｓ61. 7. 25（27年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    小川 拓也会員  Ｓ47. 7. 21（41歳） 

 奈良 清成会員  Ｓ47. 7. 23（41歳） 

 福井 克美会員  Ｓ24. 7. 25（64歳） 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

奈良 清成会員    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今年度のスタートの表敬訪問、出港式、

を無事に終えホッとしております。本日の役員の就

任の挨拶、活動計画発表で、今年度のロータリーが

始まります。あらためまして会員皆様のご協力を、

お願いいたします。尚、ガバナー公式訪問は、地元

の葭本ガバナーですので当クラブは 10月 4 日にな

ります。今日のプログラムは、今年度の活動計画の

発表ですので、私も活動計画を例年以上に中身をよ

く見ました。幹事の方で会員皆様の協力を得て、と

ても良い出来上がりだと思います。この活動計画書

を基に一年間大事に使い中身のある活動をと考えて

おります。もう一つ、「ロータリーの友」7 月号で

すが、今年度“RI会長の考えかた”各地区ガバナー

の紹介がされております。それと昨年の RI 会長の

田中作治の「奉仕を通じて平和を」“ロータリー世

界平和フォーラム広島”が紹介されております。前

年度のテーマーの集大成がなされていると思います。

以上です。よろしくお願いいたします。 



    

    

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    RI第２５００地区 2013～2014年度 第 33回ラ

イラセミナーの参加申し込み案内がきております。

日程 9月 21日(土)～23日(月)場所は名寄市です。

参加希望会員は幹事まで。 

 

****    香川県高松市、RI2670 地区・高松南 RC マスウ

ド・ソバハニ会長から例会参加の案内が来ており

ます。ご本人 RC 委員歴 26 年でテヘラン生まれ

のペルシャ系アメリカ国籍で、全四国第 2670 地

区で初の外国人会長との事です。 

 

****    本年度、未来の夢計画として第 7分区 8クラブ共

同で福島原発被害地域へ天然水 1万本寄贈が決定

しました。 

 

****    本日は当月第 3例会ですので、終了後理事・役員

会を開きます。 

 

 

 

・・・・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 

 高橋 康成会員  入会記念祝として 

 小川 拓也会員  誕生祝として 

 奈良 清成会員  誕生祝として 

 福井 克美会員  誕生祝として 

 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員25名 12名出席 出席率48％ 

 

 

 

 

 

・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・理事就任挨拶役員・理事就任挨拶役員・理事就任挨拶役員・理事就任挨拶    活動計画発表活動計画発表活動計画発表活動計画発表    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    会長・幹事会長・幹事会長・幹事会長・幹事    

◆佐藤◆佐藤◆佐藤◆佐藤    玄史会長玄史会長玄史会長玄史会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・会長就任挨拶・会長就任挨拶・会長就任挨拶・会長就任挨拶    

本日の、役員・理事の就任挨拶ですが、例年ですと

2 回に分けて就任挨拶と、活動計画を行っていまし

た。同じようなことを繰り返していましたが少し省

略しましたので、各委員会の報告がなされたほうが

良いと思います。佐藤 了幹事も、ロータリー歴は

浅いですが、私としては大変有能ですし期待してお

ります。会員皆様のご協力で、Ｗ佐藤で乗り切って

いきたいと思います。 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

・会長方針・会長方針・会長方針・会長方針    

活動計画書には記載されておりますが、簡単に考え

方を話していきたいと思います。先ずは、前年度、

森江会長の会員増強、この実績を讃えてだけではい

けないと思います。ひきつづき“仲間を増やす”こ

のことクラブ全体で進めるこれが第一です。 

ＲＩ会長テーマー「ロータリーを実践しみんなに豊

かな人生を」これを南ロータリークラブで実践して

いきたいと思います。会員みんなが、このテーマー

を追求していきたいと思います。 

それと、南ロータリークラブの諸先輩が築きあげた

歴史を大事に 30 年間の実績を基に自信を持って活

動を展開していきたい。最後に今年度、どうしても、

地域への奉仕活動として、具体化をしていきたいと

思っています。よろしくご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 



◆佐藤◆佐藤◆佐藤◆佐藤    了幹事了幹事了幹事了幹事    

・幹事挨拶・幹事挨拶・幹事挨拶・幹事挨拶    

今年度の幹事を拝命し

まして、本日第3回目

の例会を迎えておりま

す。7 月 1 日から 7 月

12日まで、会長と共に

釧路北ローターアクト

クラブを含め無事8ク

ラブの表敬訪問が終わ

り、ホッとしています。

実際、幹事の会務は 7

月 1日から始まりまし

たが、4月初め頃から勉強･準備などはスタートして

おり4月20日(土)のＰＥＴＳからあっという間の3

ヶ月が過ぎました。この経験は必ずクラブに役立つ

と信じ1年間務めて参ります。 

この度の表敬訪問で感じ、また、良いと思ったこと

や体験したことは当クラブの事情に合わせ、提案し

ていきたいと思います。7 月 4 日、釧路クラブに表

敬訪問した際、白幡Ｓ･Ａ･Ａと同じ席でした、表敬

訪問だからとは思いますが、普段どおりに全ての発

表や記念品の寄贈と例会を進めプログラムに入り

ましたが、白幡Ｓ･Ａ･Ａから例会時間は気にしない

で下さいと同席会長への会話があり、会場監督自ら

の話に普段聞いていた釧路クラブのイメージが随

分変わりました。実際終了時間は 30 分伸びて 2 時

でした。最後になりますが、各クラブとも最大の目

標であります会員増強を、佐野会員増強委員長を中

心に全会員で進めていきたいと考えております、今

年度宜しくお願いします。 

 

 

◆クラブ運営委員会◆クラブ運営委員会◆クラブ運営委員会◆クラブ運営委員会        安藤安藤安藤安藤    整治委員長整治委員長整治委員長整治委員長    

クラブ運営委員長 3

年目、本年度もより

以上各委員会(親睦

活動委員会・クラブ

会報委員会・出席プ

ログラム委員会)と、

より綿密な連携を図

り会長方針のもとロ

ータリアンであるこ

とに感謝し、仲良く、

信頼しあい、助け合

い、共に楽しむことを目標に、活動を行っていきた

い。また、退会者防止のためにも会員の親睦・クラ

ブ活動の情報の共有化（メール・会報の充実）に努

めて行きたいと思います。 

運営目標 

１） 親睦と友情を深め楽しめるプログラムの企画

立案に努める。 

２） 会報・メールの充実により会員相互の情報の共

有化に努める。 

３） 長期欠席･退会者が出ないよう会員ネットワー

クの構築に努める 

４） その他 

 

 

◆クラブ管理委員会◆クラブ管理委員会◆クラブ管理委員会◆クラブ管理委員会    長倉長倉長倉長倉    巨樹彦委員長巨樹彦委員長巨樹彦委員長巨樹彦委員長    

クラブ管理委員会は

クラブを効率的且つ、

活気あるよう保つよ

うにすることが目的

となります。 

クラブ運営との連携

により、機能的なク

ラブ管理ができるよ

う努めて参ります。

運営委員会内小委員

会は、会員増強選考

委員会、ロータリー

情報メディア委員会、ＣＬＰ委員会となります。小

委員会に任せきりにならぬよう常に委員会の活性

化を図っていきます。 

重点目標 

１） 前年度の会員増強の勢いを保ち、会員の意識の

向上と具体的な目標を基に進めていきます 

２） 新入会員の増員に伴い、定期的に効果的な情報

を例会のプログラムにて提供していきます。 

３） オリエンテーションに徹底。 

４） ＣＬＰによる組織の枠組みの検証。 

 

 

◆ロータリー情報･メディア委員会◆ロータリー情報･メディア委員会◆ロータリー情報･メディア委員会◆ロータリー情報･メディア委員会        

工藤工藤工藤工藤    ゆかり委員長ゆかり委員長ゆかり委員長ゆかり委員長    

理事役員及びロータリ

ー情報･メディア委員

会委員長の工藤ゆかり

です。1 年間宜しくお

願い致します。今年度

は会員と新入会員との

友好等、あらゆるレベ

ルの提供を実施したい

と思っております。さ

らに、南ロータリーク



ラブの継続事業や奉仕活動などがある時は新聞社

に連絡を取り地域の方々に、南ロータリークラブを

アピールしていきたいと思っております。 

具体的な活動計画として 

１． 新入会員には、入会後出来るだけ早くオリエン

テーションを実施し、新入会員がクラブに早く

溶け込めるよう状況や雰囲気作りに努めたい

と思っております。また、推薦会員には新入会

員への心配りや情報を伝えるように努めて頂

きます。 

２． 会員のクラブ活動に対する考え方や、活動方法

など、気軽に意見交換が出来るように努めます。 

３． 創立記念日、周年行事、地区大会、地区協議会、

ＩＭ等には、新入会員には、特に参加の勧誘に

努めます。 

４． ガバナー月信、ロータリー文献、ロータリーの

友の解説を行います。 

５． 新入会員の為に、定款･細則の解説の実施を行

い、ロータリーの歴史や伝統、ロータリーの方

針と手続き、奉仕の機会に関する情報、ロータ

リーの責務や特典に関して、適切な理解を伝え

るように努めて頂きます。 

 

 

◆奉仕プロジェクト委員会◆奉仕プロジェクト委員会◆奉仕プロジェクト委員会◆奉仕プロジェクト委員会    木内木内木内木内    治彦委員長治彦委員長治彦委員長治彦委員長    

・就任挨拶・就任挨拶・就任挨拶・就任挨拶    

今年度、奉仕プロジェ

クト委員長に、拝命に

なりました委員長の木

内です。一年間宜しく

お願い致します。私が

釧路南ロータリークラ

ブに入会したのは、

2000 年の平成 12 年、

清水会長時に、サティ、

現イオンの小笠原店長

のスポンサーで入会し

ました。今年度で、丸

13年になりますが、今回、奉仕プロジェクト委員長

は初めてやることになります。奉仕プロジェクト委

員会は職業奉仕、国際奉仕、環境新世代、ロータリ

ー財団・米山委員会、の４つの小委員会で一年間運

営していきますが、福井委員長、長江委員長がおり

ますので、私としても安心しているのが本音でござ

います。 

 

・・・・活動計画発表活動計画発表活動計画発表活動計画発表    

奉仕プロジェクト委員会は、地域社会、国際社会に

対し、教育、人道、職業のプログラムを立案し、奉

仕活動や寄付により参加していきます。ロータリー

クラブの原点である、奉仕の実践により公開的なク

ラブ運営を進め、地域社会や世界に寄付する目的を

念頭に置き、活動を広げていきます。ＲＩ会長、ロ

ン･Ｄバートン氏のテーマ「ロータリーを実践しみ

んなに豊かな人生を」ＲＩ2500地区・葭本正美ガバ

ナーのテーマ 讃えよう地域を！クラブを！会員

（自分も）を！ロータリーと出会いに感謝！を理解

し、会員の協力をお願い致します。 

◎重点目標 

１． 奉仕プロジェクト･･･職業紹介、クラブフォー

ラムを実施 

２． 職業奉仕委員会･･･献血、ゲスト講話の実施 

３． 国際社会奉仕委員会･･･ポリオ撲滅説明会の実

施 

４． 環境新世代委員会･･･植樹、河川敷清掃を行う 

５． ロータリー財団･米山委員会･･･ロータリー財

団への寄付（一人 100＄）米山奨学事業への協

力・ポリオ撲滅へのご理解を 

６． 韓国友好クラブ委員会･･･地区大会への参加 

以上、2013～2014年度、奉仕プロジェクト委員会の

活動計画の発表とさせていただきます。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２６日（金） 

「 会員卓話 」 

会場 釧路東急イン 

 担当：会報委員会 

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

今週の会報担当：上川原昭会員 


