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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘       長倉巨樹彦副会長 

    

    

・・・・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  亀岡 孝会員 

 

    

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

和田  優会員  Ｓ60. 7. 19（29年目） 

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    奈良 清成会員  Ｓ46. 7. 23（43歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶            長倉巨樹彦副長倉巨樹彦副長倉巨樹彦副長倉巨樹彦副会長会長会長会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度 3回目の例会ですが、会長の代行として副会

長の私からご挨拶をさせていただきます。 

当クラブの理事は、16日緊急理事会を開催いたしま

したが、現時点では正式にご報告できる状況に至っ

ておりませんので次週改めて理事会を開催いたしま

す。会員の皆様が納得いただけるお話は、次週以降

になりますことをお許し願います。 

何れにせよ、今年度はすでに始まっておりますし、

本日は、就任あいさつ、8 月１日はガバナー公式訪

問となりますので、早急に体制を整えていくうえで

も、クラブ会員の皆様には重ねてご理解とご協力を

お願いいたします。 

    

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

    

    

    

    

    

    

    



****    ７分区のクラブ表敬訪問が、7月 14日の音別RC

で終了しました。 

****    ７分区の各クラブより活動計画書を拝受してい

ます。 

****「クラブビルダー賞」推薦・「例会出席優秀会員」

のエントリーの連絡が葭本パストガバナー事務

所より入っておりました。当クラブから工藤ゆか

り会員が 15 年でエントリーさせていただきまし

た。 

****    ガバナー月信７月号で 2500 地区ガバナー事務所

ホームページアドレスに誤りがありましたので

訂正の連絡が入っています。 

「http://www.ri-2500.com」です。ハイフンが抜け

ていたそうです。 

****    北ローターアクトクラブより第２例会の案内を

拝受しています。釧路市長をお招きしての例会で

す。聞いてみたい方がおられましたら出席のほど

よろしくお願いいたします。会費は 4,500円です。 

****    北ローターアクトクラブより 8 月 10 日に行われ

る例会の案内を拝受しています。内容は、「河川

敷清掃・親睦バレーボール」となっております。 

****    第 34 回ライラセミナー開催のお知らせを拝受し

ています。 

****    ボーイスカウトのご支援とお願いが届いていま

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            亀井委員より亀井委員より亀井委員より亀井委員より    

・本日のニコニコ献金 

 和田  優会員  入会記念祝として 

 奈良 清成会員  誕生祝として 

 

 

 

・本日・本日・本日・本日のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム    

「「「「    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    」」」」        

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

・副会長・副会長・副会長・副会長    長倉巨樹彦君長倉巨樹彦君長倉巨樹彦君長倉巨樹彦君    

 

 

 

 

 

 

 

 

役員・理事就任挨拶ですが時間がありましたら各委

員長さんにもお願いいたします。 

私は、副会長以外に、会員選考委員長、韓国友好ク

ラブ委員長も兼ねています。副会長役割は会長が不

在の時には代行を務めることになっています。現在

会長が入院中ですが幹事や理事とこれから先まっ

すぐ進んでいけるようにコントロールしていきた

いと思っています。会員数も少ないので一人一人に

負担がかかってしまう事があると思いますがご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

・会計・ロータリー情報委員会・会計・ロータリー情報委員会・会計・ロータリー情報委員会・会計・ロータリー情報委員会    長江勉委員長長江勉委員長長江勉委員長長江勉委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は会計とロータリー情報委員長ということで

理事役員を務めさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。会長が急きょ入院で船長のいない

船出ですが、私なりに一生懸命支えて無事に帰港で



きるように頑張っていきたいと思います。 

今年度は会計ということですが 2年前に 5年間会計

を務めました。過去に 2年間は会計収支報告を皆様

に報告していましたが、3 年分がまだ報告できてい

ませんのでいまだに心残りになっています。私の後

任の山本さんも 2年間がまだ報告されていないのが

現状です。 

年間４、５百万のお金を預かっている会計として皆

さんに会計収支報告をしなければならないというこ

とは義務だと思っていますが、一人では仕事が忙し

くてハードな状況なので、今年度は会計を 2名体制

にしてもらい、副会計に亀井さんにお願いしていま

す。亀井さんにはお金の出し入れをお願いして、私

は収支報告できるような体制で 1年間頑張っていき

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    福井克美委員長福井克美委員長福井克美委員長福井克美委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

何回か経験を積んでいるので気軽に引き受けました

が、やることが多くて大変です。 

重点目標に５点掲げています。職業奉仕への取組、

職業訪問の実施。献血例会の実施。植樹例会、公園

や河川敷などの清掃活動。国際大会への参加奨励（ブ

ラジル）。RI 会長協調事項の理解と協力。青少年プ

ロジェクトの理解と協力。以上の 5点です。小委員

会に４つの委員会がありますので、職業奉仕委員会、

国際社会奉仕委員会、環境青少年委員会、韓国友好

クラブ委員会の各委員長の協力を頂きながら 1年間

やっていきますのでよろしくお願いいたします。 

・副幹事・副幹事・副幹事・副幹事    奈良奈良奈良奈良    清成君清成君清成君清成君    

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度例会 3回目ですが、つたない司会でいろいろ

トラブルもあり皆さんにご迷惑をおかけしていない

かなと思っています。今日のプログラムについても

先週から幹事と打ち合わせしていたはずですが今日

話すとは連絡されていなかったので有り難い時間を

頂いたと感謝します。2 年目ですが不勉強なところ

で受けてしまいましたので幹事に教えていただきな

がら会長を支えて行けるように微力ですがバックア

ップできるよう頑張っていきたいと思います。 

 

・副会計・副会計・副会計・副会計    亀井亀井亀井亀井    麻也会員麻也会員麻也会員麻也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

後数か月で３年目を迎えるところでやっと緊張が解

けて気楽な感じで例会に参加できるようになってき

たところです。今年度は親睦活動委員会に所属させ

ていただいていますが、委員長が試行錯誤してスケ

ジュールを作っていただきましたので出張などの調

整ができるかなと思います。先ほど長江さんからお

話がありました副会計はまだ何をするか存じ上げま

せんが、お手伝いになれるように 1年間、頑張りま

すのでよろしくお願いいたします。 



    

・親睦活動委員会・親睦活動委員会・親睦活動委員会・親睦活動委員会    工藤ゆかり委員長工藤ゆかり委員長工藤ゆかり委員長工藤ゆかり委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

副委員長に前田会員、委員に木内、菅原、亀井、奈

良、明松会員そのほか新会員にも親睦委員会に所属

をしていただきます。今期は楽しめる例会を実行し

たいと思います。明るく楽しく、出席したくなる例

会を関係各委員会と連絡を密にして親睦活動をした

いと思います。活動計画は、お客様と来訪ロータリ

アンの皆様を明るくお迎えし、失礼のないように席

まで案内をしてお茶を差し上げます。 

親睦のための同好会を作りました。例会以外でも親

睦パークゴルフや家族同伴で楽しめるような企画と

なっています。夜間例会ではノーネクタイやフリー

スタイルで実施します。 

ニコニコ献金も各テーブルに設置し、ご協力をお願

します。新入会員には早くクラブに溶け込めるよう

に、親睦委員会に所属して頂き新入会員歓迎会をで

きるだけ早く実施します。 

サウス同好会に援助金が必要な時には事前に理事会

で検討していただきますが、それ以外は理事会を通

さず実行させていただきます。 

同好会は家族、親せき、兄弟、会社の従業員の方、

友人知人どなたでも参加できるようになっています

のでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

・幹事・幹事・幹事・幹事    上川原上川原上川原上川原    昭会員昭会員昭会員昭会員    

出だしから苦しい状態が続いていますが、クラブメ

ンバーの皆さんからアドバイスを頂きて何とか第 3

例会まできました。まだやることが一杯で、１日に

あるガバナー公式訪問例会はしっかりと段取りをし

た中でやっていきたいと思います。今日の理事会の

案内や本日のスピーチの案内をしていなくいろいろ

とミスが続いていますが、しっかりと頑張っていき

たいと思います。長倉副会長にもご迷惑をおかけし

ていますが、いろいろとアドバイスを受けています。

これから先、失敗もあると思いますが何とか目をつ

ぶっていただきながら 1年間見守っていただきなが

ら 1年間精一杯頑張ってきますのでよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・次回次回次回次回のプログのプログのプログのプログララララムムムム 

７月２５日（金） 

「 ガバナー公式訪問を前にして 」 

会場 釧路東急イン 12：30～ 

 担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        長倉副会長 

今週の会報担当：福井克美会員 


