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****    国際ロータリー第 2500地区 2013－2014年度ガ

バナー事務所が 6 月 30 日をもって閉鎖になった

旨のお知らせがきております。 

 

****    ７分区の各クラブ様より 2014－2015年度のクラ

ブ活動計画が届いております。来週、皆様に回覧

していただけるように用意いたします。 

 

****    クラブ活動計画書、第 7分区会員名簿が届いてお

ります。ガバナー月信、ロータリーの友も併せて

皆様のキャビネットに入れてありますのでお持

ち帰りください。 

 

****    釧路北ローターアクトクラブ様より 6月例会報告、

厚岸ＲＣ、弟子屈ＲＣより、6 月の会報が届いて

おりますので、回覧いたしますので、ご一読お願

い致します。 

 

****    各クラブより、7 月例会案内が届いております。

皆様ご一読いただき、メーキャップ等、積極的に

各クラブを訪問していただき、刺激をもらってき

て下さい。 

 

・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    

「「「「    各クラブ表敬訪問例会各クラブ表敬訪問例会各クラブ表敬訪問例会各クラブ表敬訪問例会    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    会長・幹事会長・幹事会長・幹事会長・幹事    
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ご紹介いただきました山辺です。隣が幹事の佐藤公

俊君です。よろしくお願いいたします。先ずは、佐

藤玄史直前会長、佐藤 了幹事お疲れ様でした。衷

心よりの慰労の意を呈するものであります。南クラ

ブさんとは、1997～1998年度、私が東クラブの会長

の時、長江パストアシスタントガバナーが幹事で、

会長は岩本さんであったと思います。それから、2

年前、森江会長の時に合同例会をして、とても楽し

い時間を過ごさせていただきました。その時、長江

さんがアシスタントガバナーです。そして、私が南

クラブでよく存じ上げていた辻村会長の時の幹事

が森江さんでした。また、合同例会でお会いした工

藤ゆかりさんと、最近歯医者さんでお会いしました。

さらには、先日の PETS の折、私が一番不得手であ

る第6分科会財団のリーダーをしなければならなか

ったのですが。福井パストアシスタントガバナーに

助けていただいたと恩を感じております。あの折は

ありがとうございました。 

このように南クラブさんには、ロータリーの繋ぐ

「縁」というものの不思議さを感じております。国



際ロータリー会長のテーマや、奥 周盛2500地区ガ

バナーの活動方針は、地区活動計画書にて周知のこ

とと思いますので割愛しますが。 

分区の事業である、8月 23～24日に行なわれます全

道中学硬式野球大会(釧路大会)の主催であります。

5年前に釧路RCが始めたこの大会。昨年より主管を

7 分区に移され、分区内 8 クラブの合同事業となっ

ており、主に試合観戦の推進を言っており大会の観

戦者はメーキャップ扱いになるそうです。終りに菅

井会長、上川原幹事の元、素晴らしい奉仕事業が展

開されますよう念じて訪問の挨拶といたします。 1

年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◆◆◆◆釧路ロータリークラブ田中釧路ロータリークラブ田中釧路ロータリークラブ田中釧路ロータリークラブ田中    正己会長正己会長正己会長正己会長    

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、昨日は当クラブに山辺ガバナー補佐を

始め会長、幹事の皆様にご出席を頂きまして有難う

ございました。この場をお借りしてお礼を申し上げ

ます。今年度釧路ロータリークラブの会長を務めさ

せていただきます田中でございます。隣に控えてお

りますのは幹事の黒田恒史君です。 

 

 

この一年間何かとお世話になります。どうぞ宜しく

お願い致します。 

今日の表敬訪問は釧路南ロータリークラブの菅井

会長、上川原幹事の皆様には3月に第1回次年度会

長、幹事会4月帯広でPETS・地区協議会・6月に第

2回次年度会長・幹事会 以来です。 

釧路南ロータリークラブの例会に出席するのは三

度日で有りまして、2009～2010 年度羽生会長の時、

私が幹事と言う立場で出席して以来ですので丁度 5

年ぶりになります。どうぞ宜しくお願い致します。 

奥 周盛ガバナーは「誠心誠意」山辺ガバナー補佐

の信条は「身返りを望まない心で精一杯」と提唱さ

れております。 

本年度釧路クラブは「ロータリーは 感動 感激 感

謝 輝きを持って行動しよう」というスローガンを

掲げました。 

私たちの地域が抱える問題や課題にロータリーク

ラブとして又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

今まで行ってきたアイスホッケー「ロータリーカッ

プ」の開催、そして分区の事業となる「全道中学親

善硬式野球大会」などの 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。 

最後に釧路南ロータリークラブの益々のご発展と、

菅井会長そして上川原幹事のご活躍を心からご祈

念申上げ、表敬訪問のご挨拶とさせて頂きます。 

一年間宜しくお願い致します。 

 

 

 



◆◆◆◆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    萩萩萩萩原原原原    昭博会長昭博会長昭博会長昭博会長    

 

 

 

 

 

 

 

南クラブの皆様こんにちは釧路北ロータリークラ

ブ今年度会長を務めさせていただきます萩原昭博

と申します、隣におりますのが幹事の坂入信行君で

す一年間どうぞ宜しくお願い致します。先日は菅井

会長様、上川原幹事様には当北クラブに表敬訪問に

ご来訪賜りまして誠に有難うございますお礼を申

し上げます。又、私ども、北クラブが提唱致します

釧路北ローターアクトクラブに対しまして前年変

わらぬ助成金を頂きまして、アクトの会員になり替

わりまして重ねてお礼申し上げます。私が南クラブ

様の例会に伺うのは私の記憶では3度目かと思いま

す工藤様が会長、長倉様が幹事の時、中嶋年度の幹

事としてお伺いしたのが5年前でございます、今年

度ゲイリーファンRI会長は、「ロータリーにかがや

きを」テーマに掲げられました、私は北クラブが輝

くにはどうすればいいか考えてみました、やはりロ

ータリーの根幹でもあります奉仕ではないでしょ

うか、奉仕活動を充実させ、地域社会に北クラブの

存在をよリアピールする事により、輝きを生み出す

事が出来るのではないでしょうか、私は今年度クラ

ブテーマを、「友情を育み更なる奉仕へ」と致しま

した、親睦はロータリーに限らずどの団体において

も重要な活動の一つです、親睦があり友情が育まれ

ます、又友情無くして親睦は成り立たないと私は思

います。会員一同心を一つにして、奉仕活動に取り

組みたいと思います。当北クラブも 69 名おりまし

た会員も、今年度 4 名減の 65 名からのスタートと

なりました、会員増強は永遠のテーマでもあります、

私は地区日標純増3%に向け、友情を育みながら、奉

仕の実践に取り組む一年にしたいと思います、最後

になりますが、菅井会長様、上川原幹事様のますま

すのご活躍と、西クラブの皆様のご健勝をご祈念申

し上げまして表敬訪問のご挨拶とさせていただき

ます、一年間宜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    佐藤佐藤佐藤佐藤    和彦会長和彦会長和彦会長和彦会長    

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは 

ただいまご紹介いただきました今年度釧路西ロ一

タリークラブの会長を仰せつかりました佐藤和彦

と申します。横に居りますのは当クラブの紅一点、

幹事を務めさせていただきます、櫻田美香さんです。

皆様方には一年間何かとお世話になりますが、宣し

くお願いいたします。いよいよ新年度が始まりまし

たが、私ども西ロ一タリークラブ、会員数 24 名か

らのスタートとなりました。昨今の経済状況の影響



や他の団体の増加等により、減少の一途をたどって

おりますが、少ない人数でいかに効率よく各委員会

組織を機能させるか・・・そして少ない人数でも、

大きいクラブに引けを取らないクラブ運営・・・私

はこれを今年度のテーマといたしました。ロ一タリ

ーの理念を柱に原点に立ち返リクラブのメンバー

の協力得て、また7分区内の会長幹事の皆さん、そ

してロ―タリアンの皆様のお知恵をお借りして1年

間クラブ運営をしていきたいと思っております。今

年度はIM・地区大会など色々な場面で皆様とお会い

する機会があると思います。７分区の主役である山

辺ガバナー補佐の神輿の担ぎ手の一人として、一生

懸命頑張ります。最後になりますが、菅井会長、そ

して上川原幹事のご活躍により、釧路南ロ―タリー

クラブ様の益々の繁栄をご祈念いたしまして、挨拶

と代えさせていただきます。一年間宣しくお願いい

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    川上川上川上川上        登会長登会長登会長登会長    

 

 

 

 

 

 

 

只今、ご紹介を頂きました川上です。 

本年度 28 名でスタートを致します釧路東ロータリ

ークラブ44人目の会長を務める事となりました。 

 

隣が幹事の佐々木です。釧路南ロータリークラブ会

員の皆様、1年間どうぞよろしくお願い致します。 

私は太平洋興発グループの一社であります、72ゴル

フ倶楽部に勤務しております。日頃より釧路南ロー

タリークラブ会員の方々の中にも私どものゴルフ

練習場をご利用頂いており、この場をお借りしてお

礼申し上げます。南クラブ様とは本日ガバナー補佐

幹事として来訪しております佐藤ガバナー補佐幹

事が会長の時、南クラブ様と合同の夜間例会を開催

させて頂き盛り上がり、楽しかった事を記憶してお

りますが、できる事なら又、同じように開催できな

いかと思っております。よろしくお願い致します。 

私は平成 13 年 7 月に釧路東ロータリークラブに入

会し、 13 年が経過いたしましたが、まさか自分が

会長職を拝命することになるとは、夢にも思ってお

りませんでした。身に余る重責を感じつつも、与え

られた立場を大切にし、スポーツ施設出身である会

長らしく、元気よく何事にも情熱をもって活動して

参る所存です。精一杯努めて参る所存ではございま

すが、何分にも力不足の私です。釧路南ロータリー

クラブ会員の皆様にも、色々と、ご協力をお願いす

る事があるかと思いますが、その時にはよろしくお

願い致します。年明け3月には東クラブが担当し濁

沼英一会員を実行委員長としてＩＭを開催します。

合せて開催時の御協力よろしくお願い致します。以

上、はなはだ簡単措辞ではございますが、釧路南ロ

ータリークラブ会員皆様の一層のご健勝、ご活躍を

ご祈念致しまして、表敬訪問の挨拶とさせて頂きま

す。1年間よろしくお願い致します。 

 

 



◆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    春日春日春日春日    賢二会長賢二会長賢二会長賢二会長    

 

 

 

 

 

 

 

南クラブの皆様、こんにちは。只今ご紹介頂きまし

た、今年度、釧路ベイクラブ会長の春日賢二と申し

ます。同行しております、幹事の澤田雅仁君です。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

昨年度はお互いの集団メーキャップでロータリー

の楽しさを教えて頂きました。 

ベイクラブもそういういい企画をどんどん取り入

れて行きたいと思います。昨年度会長 佐藤 玄史様、 

幹事 佐藤 了様には、色々な面でご指導頂き、あり

がとうございました。 

また、昨年度は、霞本ガバナーを輩出させて頂き、

南クラブの皆様には、PET 地区協議会、地区大会、

蔑本セミナーでは大変お世話になりました。 

地区大会ではエクスカーションを引き受けて頂き、

予算内で終わらせて頂いた事に感謝致します。あり

がとうございました。そして、財団の夢計画が昨年

度より始まり、福井VTT委員長様が先頭になり、デ

ンタルVTT 3年計画を立案し、プーケット州との公

式の覚書も作成し、さらにタイ政府はナショナルプ

ロジェクトと位置付けました。大変な事業を見事成

功へと導いたのも福井VTT委員長様のお陰と感謝し

ております。そのような事で蔑本パストガバナーも

何とか1年を終える事ができました。ありがとうご

ざいました。 

また、南クラブ様には明輝高校インターアクトクラ

ブに負担金を今年度も前年度同様にご支援、ご協力

を賜りありがとうございます。最後になりますが、

菅井 紀之会長様、上川原幹事様の今年度のご活躍

と、南クラブ会員皆様のご健勝とクラブのご発展を

ご祈念申し上げ、表敬のご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    菊池菊池菊池菊池    吉史会長吉史会長吉史会長吉史会長    

 

 

 

 

 

 

 

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、菊

池吉史と申します。隣におりますのが、幹事の斉藤

慎也です。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。 

私たちの今年度のクラブテーマは、「温故知新」と

しています。40年を超える歴史を持つ私たちロータ

ーアクトクラブの先輩たちが残してくださった伝 

統を重んじつつ、通年で行っている活動を更に良い

ものにして、私たちなりの新たなる奉仕活動を始め

られればと考え、このクラブテーマを掲げました。

昨年度は 10 人で活動をスタートした私たちでした



が、皆様のお力添えをいただきおかげさまで会員も

増え、今年度は 20 名で活動を開始します。ロータ

ーアクターとしての活動は、例会をはじめ、毎年行

っている奉仕活動や、ブロック行事、地区行事など、

さまざまなものがありますが、今年度からは新たな

教育的な奉仕活動を開始します。 

具体的に申し上げますと、今年度はインターアクト

クラブと共に活動をする機会を数多く設け、共に活

動していく中で高校生であるインターアクターが

成長できるよう年齢の近い私たちなりの協力をし、 

私たちローターアクターも勉強になるような奉仕

活動ができればと考えております。 

その他にも、人数が増えてきたからこそ出来る奉仕

活動、そして会員ひとりひとりが成長でできるよう

な活動を数多く行い、今まで以上に地域貢献もして

いければと考えております。 

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。またロータアーアクターは 18 歳か

ら 30 歳までの組織ですので、毎年卒業生を送り出

さなければならないため、毎年会員減少してしまい

ます。そのため併せて新しいローターアクターのご

紹介もお願い致したく存じます。 

最後になりましたが、釧路南ロータリークラブ様の

ますますのご発展と会員の皆様のご健勝を祈念い

たしまして、表敬のご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

◆菅井会長より謝辞◆菅井会長より謝辞◆菅井会長より謝辞◆菅井会長より謝辞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良副幹事と上川原幹事と菅井会長 

 

 

 

 

 

 

 

菅井会長・上川原幹事・南ＲＣの仲間と記念撮影 

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

・・・・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１１日（金） 

「 出航式・優秀出席者表彰 」夜間例会 

会場 釧路東急イン 18：30～ 

 担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        菅井紀之会長 

今週の会報担当：工藤ゆかり会員 


