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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長倉会長 

    

・・・・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    

「手に手つないで」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 佐藤 了会員 

 

・・・・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    

釧路北ロータリークラブ  萩原 昭博会長 

釧路北ロータリークラブ  富樫孝之副会長 

釧路北ロータリークラブ  坂入 信行幹事 

釧路北ロータリークラブ  石井東洋彦会員 

釧路北ロータリークラブ  小野寺英夫会員 

釧路北ロータリークラブ  菊地美恵子会員 

釧路北ロータリークラブ  北川 健二会員 

釧路北ロータリークラブ  髙橋 邦弘会員 

釧路北ロータリークラブ  多田 洋平会員 

釧路北ロータリークラブ  丹葉 一恵会員 

釧路北ロータリークラブ  中嶋 嘉昭会員 

釧路北ロータリークラブ  中島谷友一朗会員 

釧路北ロータリークラブ  平井 昌弘会員 

釧路北ロータリークラブ  本間 明美会員 

 

 

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

上川原 昭会員  H23. 2. 4（4年目） 

    

    

 

 

    

    

    

    

    

≪お食事・歓談中≫ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は、釧路北ロータリークラブの皆様に、月末の

お忙しいところ、当クラブにお越しをいただきあり

がとうございます。 

各クラブにご案内させていただいております通り、

下期１月より、会長で在られました佐藤 玄史会員

が、体調の関係でクラブに復帰の目途が立たないと

いう事情で退会という事となり正式私長倉が会長に

就任となっております。 

改めまして、よろしくお願いいたします。 

年度も上期が終わり、残すところの行事も後はＩＭ

くらいかと思いますが、スピーチも段々ネタ切れで

すが、先週まで、私のこの調子の悪い方の話が３週

続きましたので、他話にします。 

数年前になりますが、地産地消という事もあり日本

酒を飲む時は地元の地酒「福司」以外飲まないと決

め、浮気しそうになりながらも、１年間続けたこと

がありました。やはり地元の酒蔵に頑張ってもらい

たいという気持ちからでした。 

地産地消という事であれば、我町北海道には余市に

ウイスキーの地酒「ニッカ」があります。当クラブ

は釧路ニッカクラブの会員が多く、東クラブ、西ク

ラブの方もいらっしゃいますが、北クラブさんには、

ニッカクラブに所属している方はいらっしゃらなか

ったと記憶しておりますが、今年釧路ニッカクラブ

は、５０周年を迎え６、７月には余市の工場見学を

予定しております。 

もし、北クラブの会員の方で行ってみたという方が

おられましたら、お申し付けください。 

親睦を深まることもできると思います。 

但し、条件は釧路ニッカクラブに入会する事です

が・・・ 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

****    来週、２月６日(金)の例会は夜間例会です。『会員

増強お客様招待例会』と題して会員候補を招待し

ての例会となっております。佐野会員増強委員長

より案内、取りまとめをしておりますのでメンバ

ー各人が１名を連れてこられるようにしていただ

けると大幅に増強できますので宜しくお願いいた

します。 



****    ２月の例会プログラムがメンバーに配信されて

いてお分かりかと思いますが２月２０日(金)は献

血例会となっております。当初の計画では、献血

バスに来ていただき、クラブメンバーと当会場で

ある東急イン様のスタッフの方も参加していた

だく予定でしたが当日、献血バスが予約済であっ

たためイオン昭和店にある「ぷらっと９４６」と

なっております。皆様の出席をお願いするととも

に、各企業様の社員、友人知人、家族の方もご一

緒に参加していただけると大変嬉しいです。宜し

くお願いします。 

****    国際ロータリー第２５００地区第７分区次年度

ガバナー補佐事務局開設の案内が届いておりま

す。メール若しくはＦＡＸにて送信させていただ

きます。 

****    ２月度ロータリーレート：１ドル＝118 円となっ

ております。 

 

 

・・・・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        亀井麻也会員亀井麻也会員亀井麻也会員亀井麻也会員より報告より報告より報告より報告    

・本日のニコニコ献金 

 上川原 昭会員  入会記念祝として 

 釧路北ＲＣ坂入幹事より表敬訪問として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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    

「「「「    歴代会長卓話歴代会長卓話歴代会長卓話歴代会長卓話    」」」」        

                                                    担当担当担当担当    会報会報会報会報委員委員委員委員会会会会    前田委員長前田委員長前田委員長前田委員長    

◆木内治彦会員木内治彦会員木内治彦会員木内治彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様、釧路北ロータリークラブの皆様、こん

にちわ、今日は釧路北ロータリークラブの会員が大

勢お見えになり、心からお礼申し上げます。 

今日の例会内容は歴代会長卓話となっておりますが、

先日、29日に担当委員長より依頼されましたが、月

末で歴代会長の多くが出席出来ないと、私に回って

来ました。以前にも歴代会長卓話を行いましたが、

内容は覚えておりませんので、今日は北ロータリー

クラブの皆様が出席されておりますので、私の出生

と今日現在までのお話をさせて頂きます。 

私、木内治彦は 1960年 昭和 35年 1月 12日、釧

路市立病院、現在の、まなぼっと釧路市生涯学習セ

ンターにて、木内周治、洋子の長男として産声をあ

げました。 

自宅は南大通 6丁目でその当時は、車はオート 3輪、

馬車、水道は共同栓と記憶しております。 

その後、知人、現在の米町公園の下に、小学校 1年

まで住んでおりました。自宅には井戸があり飲み水

としては使えませんでした。 

洗濯や食器を洗うのみ、海が近いせいで塩幸い水で、

親と一緒に水汲みに行ったのを覚えています。小学

校は今は統合されましたが、東栄小学校に通ってお

りました。 

その後は釧路町の桂木に引越、昔は釧路村字セチリ

太 48 番地と記憶しております。光陽小学校、共栄

中学校、釧路第一高校を卒業後、親の会社に就職、

木内木材工業株式会社に約 9年間勤め、北海道ニチ

イ(現イオン北海道)に就職、平成2年に釧路に戻り、

損害保険会社、富士火災海上保険㈱に就職、平成 9

年に家業の不動産管理会社に戻り、現在に至ってお

ります。将来息子に家業を継いでとは考えておりま

すが、現状自分のことで精いっぱいで、不安がある

のが正直のところです。 

1960年、昭和 35年の日本と海外の出来事について

お話をさせて頂きます。 1月明星食品が味付けラー

メンを発売、日米安全保障条約調印。2月胃腸薬「キ

ャベジンコーワ」を発売、フランスがサハラ砂漠で

初の原爆実験。3 月韓国の大統領選で不正選挙があ

り騒乱事件が起きる、ベン・ハーが日本で公開。 

4月タカラからダッコちゃん発売当時 180円、5月

東急ホテルチェーン 1 号店、銀座東急ホテル開業、

チリ地震発生。6 月日本専売公社がハイライトを発

売。 

7 月呉羽化学工業が「クレラップ」を発売。8 月ロ

ーマオリンピック開幕。9 月日本でカラーテレビ本

放送開始。 



10 月ベルマーク運動の始まり。11 月巨人の水原監

督が勇退し川上哲治ヘッドコーチが監督に昇格。12

月石川島重工業と播磨造船所が合併、石川島播磨重

工業が(現 IHI)発足。ヒット曲、橋幸夫の潮来笠。 テ

レビ番組、兼高かおる世界の旅白馬童子、ララミー

牧場など懐かしさを感じます。 

話は変わりますが、私が南ロータリーの会長になっ

たのは 2009～ 2010 年度、今から 6 年前になりま

す。例会場所もここ東急の斜め向かいの釧路ロイヤ

ルインに会場があり、昼食も弁当と、ホテルがビジ

ネスホテルのため色んな制約があり夜間例会が使え

ない時もあったと記憶しております。 

現在は温かい食事で環境は整っていると思いますが、

今日の食事のお味はどうでしたか? そろそろお時間

になりますので、歴代会長卓話とさせて頂きます。

有難う御座いました。 

 

 

 

◆長江長江長江長江    勉会員勉会員勉会員勉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん今日は。 

今日は釧路北ＲＣさんの集団メーキャップというこ

とで、萩原会長始め多くの会員の皆様のメーキャッ

プを頂きありがとうございます。 

北クラブさんのお蔭で久々に活気のある例会が出来

心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

今日は退会防止についてのお話を、インターネット

などで調べてきましたので、ご紹介したいと思いま

す。 

当クラブもピーク時は会員が 45 名位の時がありま

したが、今期は 23 名スタートで、上期新入会員 2

名の増員と順調に来ておりましたが、残念なことに

上期4名が退会となり、現在21名となりました。 

クラブの会員数を増やし、これを維持するためには、

会員の退会防止が不可欠となっております。 

クラブにおける退会率の高さは、今日、ロータリー

が直面する重要な問題の１つとなっております。退

会防止においてクラブがどのような課題を抱えてい

るのかを見極め、それに対処するための方策を真剣

に考えていかなければなりません。クラブの退会防

止策には、会員の教育をはじめ、会員を常に積極的

に活動させ、新しい情報を伝える事が必要でありま

す。献身的で積極的、かつ意欲のある会員を育てる

ことによって、クラブが効果的な活動ができ、仲間

意識も高まり退会防止につながるのではないでしょ

うか。 

 

国際ロータリーは、会員が退会する主な原因が三つ

あると分析しているという。 

一つはリーダーシップのぜい弱さ。会長はじめ理事、

役員、あるいは常任委員会委員長などのリーダーシ

ップが弱いためということ。二つ目は会費。会費が

高いというのではなく、会費に見合う満足感、充実

感がロータリーから得られない。 

三つ目は奉仕活動。せっかくロータリーに入会し、

ボランティア活動でもやろうと思ったが、期待した

ほど満足感のある奉仕活動を味わえない。 

しかし、よく考えてみると、それらの原因にはロー

タリーそのものを誤解しているところがあるように

思います。そもそもロータリーはボランティア団体

ではありません。ロータリーは奉仕理念を例会で学

び、自分の人格を高め、その高められた心をもって

自分の職業や業界において職業奉仕理念を実践し、

あるいは地域社会、国際社会において自らが先頭に

立って、社会奉仕活動をするところではないかと思

います。ロータリーが面白くない。魅力がない。充

実感がもてないというのは、自分自身が面白くない、

魅力がないと言っているのと同じである。「まさに、

あなたがロータリーそのものであり、あなた自身が

ロータリーの心を推進しなければならない。そのた

めの学び場が例会である」と言われております。古

くは米山梅吉が「例会は人生の道場である」と言わ

れたゆえんである。毎年、ガバナーエレクトたちが

国際協議会で学ばれる会場にも、大きく「入りて学

び、出でて奉仕せよ」と書いてあるそうです。 

我々は今一度原点に立ち戻り、それぞれのクラブの

例会を見直し、魅力あるロータリークラブにしなけ

ればならないと思います。 

 

また、今の時期は次年度に向けての理事、役員、委

員長の人選の時期でもありますので、ロータリーの

友に載っておりました、ロータリーに ＮＯ はない 

「ロータリーの友より」をご紹介させて頂きます。 

先輩会員が、「ロータリーにＮＯはない」と言ってい



るのを聞いたことがありますか。ロータリーの中で、

何かの役職を頼みたい時、奉仕活動を手伝ってもら

う時など、頼みごとを断られると、「ロータリーにＮ

Ｏはない」という、このセリフが飛び出してくるこ

とがあります。 「モノを頼んでおきながら、なん

て失礼な言い方をするのだろう」とか「全く強引な

人だ」なんて腹を立てたりしないでください。 

その人は、あなたを見込んで、あなたの能力を信じ

て頼んでいるのですから。 「自分たちがロータリ

ーに入ったころは、『ロータリーにＮＯはない』と言

われて断わることなんかできなかったのに、最近の

人たちは平気で断わってくる」と、言っている年配

の会員を時々見かけます。 クラブ会長や幹事、委

員長などの役職に就くと、いろいろな仕事が舞い込

んでくるので、そんなことはやりたくないと思われ

ている方も多いかもしれません。せっかくの休みを

つぶして奉仕活動に付き合うのは、ごめんだと思わ

れている方も多いかもしれません。 

しかし、これらのことは、あなたに断られたからや

めればいいというものではないのです。あなたが断

れば、必ず別の誰かがやらなくてはならなくなるの

です。そして大抵の場合、それはいつも同じ人に、

つまり頼まれごとを断ることのできない人に回って

くることになります。あなたも仕事が忙しいかもし

れませんし、家族との約束もあるかもしれませんが、

その人も同じように忙しいことでしょう。 ロータ

リーで、「忙しい」というのは、仕事を断る理由には

なりません。忙しい人がいっぱいいるからです。「忙

しい時間を上手にコントロールして活動の時間をつ

くることも大切。それも勉強のうち」という言葉も、

ロータリーではよく耳にします。 うまく断ること

ができたら、あなたは「良かった」と思うかもしれ

ませんが、実は、ロータリーでの大きなチャンスを

逃してしまっているかもしれません。 入会したば

かりのころは、ほとんど知った人がいなくて、戸惑

うことばかりだと思います。誰に聞いたら良いかす

ら解らないでしょう。でも、共に活動をすることに

より、先輩会員はあなたのことを覚えてくれます。

共に活動をすることにより、あなたのことを仲間だ

と思ってくれるでしょう。そうなれば、クラブにあ

なたの居場所ができていきます。共に活動すれば、 

例会の始まる前や終わった後で、先輩たちの仕事や

趣味の話、さまざまなロータリーの話を聞くことが

できるようになるでしょう。 

 

 

あなたがクラブでしてみたい活動について話をする

機会に恵まれるでしょう。 

 「ＮＯ」と言わずにロータリーの活動をしている

人たちは、ロータリーの本当の楽しさを知っている

のかもしれません。ロータリーで仲間をつくること

の喜びを体験しているのかもしれません。 「ロー

タリーにＮＯはない」と言っている先輩会員は、「Ｎ

Ｏ」を言わなかったおかげで、何か良いことがあっ

たという経験の持ち主で、あなたにもその経験をし

てほしいと願っているのかもしれません。入会した

ものの、ロータリーのことがよくわからない、ロー

タリーにうまくなじめないと思っているあなたは、

「忙しいからできない」という言葉をのみ込んで、

自ら率先して仕事を引き受けてみては如何でしょう

か。        編集長 二神 典子  文より 

 

私もロータリーに入って20年位になりますが、最初

のころは真面目に例会に出席すると、大役が回って

きて大変なことになると思い、調整しながら例会に

出席しておりましたが、入会５年目で幹事の指名を

受け断ることが下手な私は幹事を引き受けることに

なり、１０年目で会長、２０年目には予想もしてい

なかったガバナー補佐の大役を仰せつかり、大変な

苦労もありましたが、それ以上に沢山のロータリア

ンと知り合い、色々なことを学び、協力して頂き、

助けて頂いたことへの感謝の気持ちでいっぱいです。

今の自分を育ててくれたのはロータリーであると思

っております。 ロータリーに感謝、感謝、感謝で

す。 

ご清聴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 

２月６日（金） 

「 会員増強 お客様招待例会 」夜間例会 

会場 釧路東急イン 18：30～ 

 担当：会員増強委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        長倉会長 

今週の会報担当：佐藤了会員 


