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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 

 

・・・・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分区北川ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

一年間の御礼のご挨拶を頂戴いたしました。 

北川ガバナー補佐、一年間お疲れ様でございました。 

    

・・・・入入入入 会 記 念会 記 念会 記 念会 記 念 祝祝祝祝    

    奈良 清成会員  H25. 6. 21 （1年目） 

森江 洋之会員  Ｓ63. 6. 25（26年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

森江 洋之会員    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    菅井 紀之会員  Ｓ41. 6. 21（48歳） 

 

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    亀岡  孝会員  Ｓ55. 6. 21（34年目）    

 

 

 

 

    

    

    

山本 美穂会員 

本年度４３回目の例会欠席でしたので、本日誕生祝

として撮影 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

    

 

 

 

 

 

奈良 清成会員    



こんにちは、いよいよ残り間近です。振り返っての

反省、は今日のプログラムでお話でと思います。気

持ちは楽になりますが、次期の会長幹事はもうすで

に準備が大変かと思います。今後は是非少しでもお

手伝いしたいと考えております。これから菅井・上

川原体制については皆様の協力をお願い致します。

最後になりますが仲間を信じていくことを念頭にお

いて頑張っていただくを願い挨拶といたします。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

****    国際ロータリー第 2500 地区 葭本ガバナー事務

所より、次年度 10 月に帯広にて開催される地区

大会で発表・表彰されます「クラブ・ビルダー賞」

の推薦と「例会出席優秀会員」の報告をとお願い

が来ております、締切は 7 月 14 日です。次年度

幹事と申送り確認致します。 

****    ＲＩ第 2500地区第 4分区 紋別ロータリークラ

ブ創立60周年記念式典のご案内が来ております。

日時は 8月 23日（土）となっております。 

****    公益財団法人北海道ＹＭＣＡより開設 50 周年記

念事業、中学・高校生対象のチミケップキャンプ

のお誘いが来ております。日時は 8月 1日から 6

日までです。以上は新年度の事業ですので、次年

度幹事へ申送りと日時に合わせ幹事報告いただ

くよう、打合せをいたします。 

****    公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より「ハ

イライトよねやま 171号」が届いております。 

****    釧路市民活動センターより「わっとだより第 63

号」が届いております。以上は回覧板に載せてあ

りますのでご覧ください。 

 

 

 

 

・・・・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 

 奈良 清成会員  入会記念祝として 

 森江 洋之会員  入会記念祝として 

 菅井 紀之会員  誕生祝として 

 亀岡  孝会員  結婚祝いとして 

 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員24名 15名出席 出席率62.5％ 

 

 

 

・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    

「「「「    この一年を顧みてこの一年を顧みてこの一年を顧みてこの一年を顧みて    」」」」        

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

◆佐藤玄史会長佐藤玄史会長佐藤玄史会長佐藤玄史会長 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、振り返ってホッとしているのが本音です。

それと会員の皆様の協力に感謝致します。ありがと

うございました。感想は以上ですが、私と共に幹事

の佐藤了さんに“おんぶにだっこ”でした。ありが



とうございました。さて一年を振り返ってみますと

例会を休んだのは、確か一回出張で休みました。 

健康に感謝です。プログラムの遂行は何とか遂行い

たしました。各委員長担当が責任持っていただきま

した。特に親睦委員長にはご苦労かけました。 

地区大会、ＩＭ、地区協は無事終えました。少し参

加が少なく今後特に若い会員の参加に力を入れて

いきたい。家族参加の行事については、奥様の参加

は今後、検討課題としたい、今後の課題として、会

員の参加、出番を。 

 

 

 

◆佐藤了幹事佐藤了幹事佐藤了幹事佐藤了幹事 

 

 

 

 

 

 

 

本日は幹事としまして、例会プログラム「この一年

を顧みて」を発表させて頂きます。 

来週いよいよ最終例会で、今年度下期も終了し幹事

の会務が終了します。実際、昨年の3月中頃から準

備が始まり4月 6日（土）には第7分区次年度の第

1 回、会長幹事会が開催され北川ガバナー補佐の取

り仕切りで、出席者の紹介・ＲＩ会長・地区ガバナ

ーの方針について並びに、年度の事業予定の報告質

疑応答と終了しております。 

何より 4 月 20 日（土）のＰＥＴＳからはあっとい

う間に7月 1日（月）釧路西ロータリークラブより

始まる会長・幹事の表敬訪問・当クラブ訪問へのお

迎えと第３回例会くらいでやっと、挨拶と幹事の報

告が出来たように記憶しております。 

 

幹事として今年度４８回の例会準備、今お話しまし

た表敬訪問に始まり・ガバナー公式訪問・地区大会

と当クラブコ・ホストの「エクスカーション」の担

当、下期に入りＩＭ、帯広での地区協議会そして５

月２５日（日）の交通遺児奨学基金チャリティーパ

ークゴルフ大会や会長・幹事会も含めた事前の打合

せ、また財団や会員増強セミナーの参加と土曜日・

日曜日に開催される多くのロータリー行事に参加

いたしました。 

下期の入り会長・幹事の例会担当は本日の「この一

年を顧みて」で、ちょっと余談ですが、当クラブの

音読み漢字の顧問などのコを音読みでの「顧みて」

と反省のセイ・ショウを音読みの「省みて」と例会

プログラムに使うクラブがある事に、クラブの思い

や歴史があるようなと、ふっと感じました。 

前後しますが５月の「未来の夢計画について」でし

た。この「未来の夢計画」は準備期間を経て本年度

が実際の実施年度ですので例会プログラム発表の

ため遡っての経緯や、年間行事に参加して得たたく

さんの経験や事前の下調べで得た知識は私自身、幹

事を経験しないと得られなかったことがたくさん

あったと思います。歴代、先輩幹事の皆さんも個人

差はあるでしょうが、私はこの一年が非常に長かっ

たと感じています。勿論ロータリー知識の無さが何

よりとは分かっていますが、事前の準備が毎週ある

ことも次回の例会までの１週間が短く感じるとこ

ろでもありました。 

この一年未熟な幹事の為、会員の皆様におかけしま

したご迷惑などを、今後微力ながら幹事として学ん

だ知識を、次年度並びに当クラブにお返しすること

でお許し願えれば幸いです。 

あらためまして、菅井会長・上川原幹事年度へ協力

は惜しまない事と、１週早いですが佐藤会長はじめ

各委員長並びに会員の皆様にお礼を申し上げます。

ありがとうございます。 

 



 

◆森江ＳＡＡ森江ＳＡＡ森江ＳＡＡ森江ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

会場監督としてしっかりできていなかったところ

もありますが、皆様のご協力をもってこの一年事故

もなく、無事終えることができそうです。人生の半

分（26年）をロータリアンとして生きている訳です

が、次年度は環境青少年委員会の委員長として頑張

って行きますので、今後とも宜しくお願いいたしま

す。一年間ありがとうございました。 

 

 

 

◆長倉クラブ管理委員長長倉クラブ管理委員長長倉クラブ管理委員長長倉クラブ管理委員長 

 

 

 

 

 

 

 

本年度クラブ管理委員会は小委員会の会員増強選

考委員会、ロータリー情報メディア委員会、ＣＬＰ

委員会を受け持ち、活動してまいりました。 

会員増強選考委員会では、入会者1名ではありまし

たが、ロータリアンとして相応しい人材を獲得する

ことができました。 

また、退会者を出さないためのコミュニケーション

等細目に対応できていたと思います。 

 

 

 

ロータリー情報メディア委員会では新入会員や3年

未満の会員を対象にオリエンテーション行い。ロー

タリアンとしての心得、例会出席の意義など伝えら

れていたと思います。 

ＣＬＰ委員会はクラブの適正なあるべき形を整え

るなど、見直し等ができていたと思います。 

私は、次年度副会長、会員選考維持員会委員長とし

て頑張りますので、今後とも宜しくお願いいたしま

す。1年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

６月２７日（金） 

「 キャンドルパーティー 」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：高橋康成会員 


