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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    

「我等の生業」 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 佐野 実会員 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今年度も年次総会も終え、上期の反省

と、下期にむけ活動計画の具体策を今日のプログラ

ム議題になります。さて、今年度のＲＩ国際大会の

申し込みはもう終わりかな、時間があるとしたら、

少し参加の可能性を考えてみては、と感じたところ

です。6 月の開催で、オーストラリアのシドニーと

聞いていましたが、当クラブでの、国際大会の参加

は、どなたか、参加したと聞きましたが、このよう

な計画も遅いとは思いますが、一度は計画してみて

は、どうでしょうか、色んな意見もあると思います

が、旧婚旅行、新婚旅行、他、記念旅行どうでしょ

うか？以上会長挨拶とします。 

 

    

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

****    弟子屈 RC より 12 月のプログラム並びにクラブ

会報を、厚岸 RCより例会記録を拝受しておりま

す。 

****    来週の家族同伴クリスマス例会の出欠、来週 16

日締め切りとなっております。会場お食事人数把

握の為、ご協力願います。又、合同事務所が 4時

までですので、4 時以降の時間によって親睦委員

長から行き違いの連絡が往きますが、ご容赦くだ

さい。 

****    本日の理事会の議題でもありますが、葭本ガバナ

ー事務所より先の台風 30 号による、フィリピン

被災地への義援金依頼が来ております。各クラブ

1名 1,000円を目標とのことですが、各地区やク

ラブ或いはロータリアンが個人的に義援される

ケースもあろうかと思いますので皆様のご意思

に任せます、とのことです。 

****    次も理事会で検討する議題だと思いますが、2013

年「比国育英会バギオ基金」（ルソン島）のご案

内と 2012年度事業報告書が来ております。 

****        ロータリー米山記念奨学会より「税制上の優遇

措置」についてメールが来ております。以上回覧

版に載せております。 

****    11月理事会と先週の例会でお伝えしましたが、例

会終了後理事･役員を開催致します。宜しくお願い

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 

 工藤 ゆかり会員  母の葬儀では大変お世話に

なり、有難う御座いました。 

 

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団    長江委員長長江委員長長江委員長長江委員長    

今回の財団寄付で、6名の会員から総額20万円の寄

付を頂きました。クラブ目標まで、5 万円が不足し

ておりますが、締切まで時間がありますので、更な

るご協力をお願い致します。 

 

 

・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    

「「「「    上期の反省・下期の検討上期の反省・下期の検討上期の反省・下期の検討上期の反省・下期の検討    」」」」        

                                                                    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今年度も半年を終えようとしています。 

反省、たくさんあります。まず、各クラブの挨拶ま

わり、表敬訪問大変緊張致しました。幹事で、2回、

3 回目になりますけど、次に活動計画発表、会員増

強、お客様招待例会、結果はゼロでした。 

ガバナー公式訪問例会、準備不足でした。地区大会、

今回のベイＲＣ、のホスト急遽ガバナーの急病での

開催、ベイＲＣの会員の団結力上期素晴らしかった

と思います。ベイＲＣへの拍手喝采、当南クラブの

エスカーションでの役割は皆様の協力で、十分はた

しました。有難うございました。 

上期も今日終えますと、残リクリスマス家族例会と

なります。 

反省点はたくさんありますが、下期への取り組みに

少しでも生かしていきたく思います。次に、下期の

検討になりますが、上期の反省のもと、大きい行事

はＩＭ、上、下の行事、プログラムの消化していく

ではなく、会員の参加に力点を特に、出席率の向上、

各種団体、財団米山の寄付、会員増強、少なくても

スタートの会員の確保、そうして会員のプラスへ向

けて取り組みを！それと、先日の家庭集会での課題

の具体化を図っていく。3 大カテゴリーの委員長を

中心に、小委員会を改めて会議打合せで、活動計画

を見直すのではなく、改善すべきことは改善する。

プログラムと合わせ少しでもクラブに反映してい

きたい。新しい会員の意見も聞いていく。 

 

 

◆佐藤佐藤佐藤佐藤    了幹事了幹事了幹事了幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事としまして、本日のプログラム「上期の反省･

下期の検討」につき発表いたします。今年も本当に

早いもので、残り 3 週間が過ぎますと平成 26 年、

新しい年を迎えております。私自身、今年6月に還

暦・満 60 歳を迎え人生の節目と感じた上期でもあ

ります。当、釧路南ロータリークラブとしても、本

年度 23 回目の例会でいよいよ次年度まで残り約半

年と成りました。自身、本当に長く感じていますが、

先週年次総会を無事に終え、次年度菅井会長･上川

原幹事のもと新体制の理事会承認・会員の皆様への

発表と、当クラブ上期行事の「ガバナー公式訪問」、

「各クラブ表敬訪問」とも、最大のプログラムをな

んとか遂行出来、いよいよ下期「佐藤玄史丸」の帰

港式が無事終わるまで、お引き受けしました幹事の



役割を会員の皆様共、今後も連携し頑張っていきた

いと改めまして思っているところです。本日のプロ

グラムで、他の発表の方と重複することがあると思

いますがお許しください。まず、上期の反省から入

ります。私自身、本当にロータリークラブの事で解

らないことがまだまだ一杯あるなと実感し反省の

多い半年で、各会員の皆様にご負担をお掛けしたこ

とを誠に心苦しく思っておるところです。上期、会

長･幹事担当のクラブ協議会(通称：アッセンブリ

ー)例会が本日も含めて 7 回ありました。7 月 5 日

(金)当クラブの第1回例会、「各クラブ役員･表敬訪

問」から始まり、７月 19 日の「役員・理事就任挨

拶及び活動計画発表」、9 月 27 日「ガバナー公式訪

問を前にして」、10月4日「ガバナー公式訪問例会」、

次の週 10 月 11 日「地区大会を前にして」翌週 18

日の「地区大会参加報告」、そして本日の例会です。 

特に上期の反省としまして、10月 4日の「ガバナー

公式訪問例会」では、各会員の皆様に大変ご迷惑を

おかけしましてこの場をお借りしてお詫び申し上

げます。この貴重な経験を次年度の会務運営に生か

す様、次年度幹事に伝えて行きたいと思っています。 

今年度は、当クラブが合同事務所の持ち回り幹事と

いう事で供託運営費 35 万円を上期のスタートに預

けておりまして、会務運営当初に上部組織へ支払う

会務費用など心配しましたが、会計と通帳出費残高

を確認しながら、本日まで遅延無く支払いが済んで

おります。余談ですが、クラブ会費の残高が不足の

為支払いが遅れた他クラブが在ったと聞きました、

会員の皆様の会費が資源という事を、幹事を経験し

改めて学びました。 

 

◆長江長江長江長江    勉副会長勉副会長勉副会長勉副会長 

 

 

 

 

 

 

上期の反省と言いますと、年度初めに清水副会長が

退会されることになり、佐藤 了幹事から副会長を

受けて頂けないかとお話が有り、ロータリーには 

NO は無いと言うことでお引き受けをした次第です

が、当初は副会長と言う自覚が殆ど無かったのが一

番の反省です。北クラブさんにメーキャップに行っ

たときに、長江副会長と紹介されましたが、自分を

絡介されているのに気が付くまで時間がかかり、恥

ずかしい思いをしたことが有りました。 

下期につきましては、11月に開催されました家庭集

会でクラブ運営や会員増強・退会防止などについて、

会員の皆さま方から釧路南ロータリークラブの疑

問点や改善点が報告されました、この点について理

事会や各委員長さん方と相談し、改革を進めていき

たいと思います。 

会員の皆さまが南クラブの会員で良かった、また、

他のクラブに今まで以上に自慢の出来るようなク

ラブを目指し、副会長として努力をしていきたいと

考えておりますので、会員の皆さんの協力宣しくお

願い致します。 

 

◆長倉長倉長倉長倉クラブ運営委員長クラブ運営委員長クラブ運営委員長クラブ運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

上期は、クラブ管理担当で、2 回のクラブフォーラ

ムのプログラムと家庭集会、会員増強1名となって

おります。家庭集会に関しましては、詳細をまとめ

ておりますので別途理事会で協議して行きたいと

考えております。クラブフォーラムは、時間の関係

上やはり夜間例会にて、じっくり話し合いをした方

がいいかと考えております。 

ロータリー情報メディア委員会では、工藤委員長よ

りオリエンテーションを開催いただいております。 



 

下期は、新入会員を中心に集団メーキャップを予定。

下記は、会員増強に力を注ぎ、次年度に向けて進め

ていこうと考えております。 

 

 

◆木内奉仕プロジェクト委員長木内奉仕プロジェクト委員長木内奉仕プロジェクト委員長木内奉仕プロジェクト委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、奉仕プロジェクト委員会の上期に担当した

のは、５つ御座います。8 月 9 日、奉仕プロジェク

ト担当で、職業紹介として、日本銀行釧路支店の視

察を行いました。会員にはお話をしておりませんが、

見学時間の制約があり、時間的には最短コースにて

の見学になりましたことをお詫び致します。 

9 月 6 日は職業奉仕担当で、献血例会をイオン昭和

のぷらっと946献血ルームにて行いました。会員多

数が参加し献血を出来た方、出来なかったも居られ

ましたが、参加出席することが奉仕になると思って

おります。10 月 25 日、米山記念奨学会月間に因ん

での例会では、長江委員長より、きめ細かい奨学会

のお話で、新入会員に奉仕の説明が出来たと思って

おります。11 月 29 日はロータリー月間に因んで、

の例会では、ポールハリスフェローや財団への寄付

の説明を行い、会員個人が年間 100 ドルの寄付を、

お願いし書面にて寄付額記入することが出来まし

た。また、会員個人の認証額を確認することが出来

ました。下期の検討では、8つ御座います。 

 

 

 

 

 

プログラム等の変更があれば内容も変わることが

ありますが、2 月 7 日クラブフォーラム、奉仕プロ

ジェクト委員会担当で内容は今のところ決まって

はおりません。 

2月 14日、世界理解月間に因んで、国際奉仕担当 

2月 21日、ゲスト講話、職業奉仕担当 

3月 14日、ゴミ・環境問題を考える、夜間例会 環

境新世代担当 今までクラブでは、行ってない例会

です。 

4 月 4 日、クラブフォーラム夜間例会、奉仕プロジ

ェクト担当 

5月 2日、合同例会、奉仕プロジェクト担当、 

前年は釧路東ＲＣとの合同例会で、クラブ間の親睦

が出来るので、東も含めて他のクラブとも 

5月 23日、植樹例会、環境新世代担当 

DDFを活用し釧路市の植樹を行う 

5月 30日、春の清掃奉仕例会、職業奉仕担当 

柳町公園、新釧路川河川敷清掃を実施 

以上奉仕プロジェクト委員会の発表とさせて頂き

ます。有難う御塵いました。 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

１２月２０日（金） 

「 クリスマス家族同伴例会 」夜間例会 

会場 釧路東急イン  18:30～ 

 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：木内治彦会員 


