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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    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 寺口 美由紀会員 

 

 

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

佐野  実会員  H10. 5. 1 （17年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    上川原 昭会員  Ｓ44. 5. 1（46歳） 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり

ましたが、皆さんは如何お過ごしでしたでしょう

か？私は、毎年札幌へ出掛けておりましたが、今年

は、静内の二十間道路の桜を見に行ってきました。 

ものすごく車が混んでおりましたので、4 時間くら

いかかったでしょうか。約７キロ繋がる車道の両サ

イドの桜並木ですが、意外に桜に元気がないように

感じましたが、帰りに偶然通った、浦河のアウルの

前の桜並木は、まるで桜のトンネルのようで、夜間

には、ライトアップもしていて暗くなるまで待って

夜桜を楽しんできました。暗くなるにつれて、にわ

かにカメラマンが増えてきて混みあってきました。 

もうこれからでは見物には遅いとは思いますが、来

年以降時間があれば、是非、見に行ってください。 

何回かお話をさせていただいておりました分区内で

のゴルフ愛好家のコンペですが、別紙の通り 5月 31

日に決定しております。是非、ゴルフをされる方は

ご参加いただきますようお願いいたします。 

本日のプログラムは、地区協議会参加報告となって

おります。当クラブからも多数ご参加をいただきあ

りがとうございます。エレクトの長井さんが、所用

にて欠席ですが亀岡次年度幹事の方で対応していた

だくこととなっております。次年度に向けてのお話

しとなります。 

よろしくお願いいたします。 

 



・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

****    5月 24日(日)に行われます『飲酒運転撲滅及び交

通事故防止キャンペーン パークゴルフ大会』に

当クラブより 4名の登録をしました。 

****    5月 1日に皆様に配信しておりました新入会員推

薦にあたり昨日までに異議申し立てがございま

せんでしたので、『宮崎結華』さんの入会が決定

しましたことをお知らせいたします。つきまして

は、今後のスケジュールの中で入会式等を行って

いきます。 

****    5月10日に北ローターアクトクラブのチャリティ

ーフリーマーケットが MOO１F 郵便局横にて行

われますので、お時間がある方は足を運んでみて

ください。 

****        ネパール地震被害義援金について、2500地区奥

ガバナーより案内が届いております。 

****    ロータリーレート 1ドル＝118円。 

 

 

・・・・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        木内親睦委員より木内親睦委員より木内親睦委員より木内親睦委員より    

・本日のニコニコ献金 

 佐野  実会員  入会記念祝として 

 上川原 昭会員  誕生祝として 

 長倉巨樹彦会員  ボーリング例会で、 

優勝させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

◆高橋ロータリー米山委員より長倉会長へ高橋ロータリー米山委員より長倉会長へ高橋ロータリー米山委員より長倉会長へ高橋ロータリー米山委員より長倉会長へ    

感謝状授与感謝状授与感謝状授与感謝状授与    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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    

「「「「    地区協議会参加報告地区協議会参加報告地区協議会参加報告地区協議会参加報告    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    次年度会長･幹事次年度会長･幹事次年度会長･幹事次年度会長･幹事    

◆長井長井長井長井    一広一広一広一広    次年度会長次年度会長次年度会長次年度会長 

RI2015～2016年度第2500地区 会長エレクト研修セ

ミナー(PETS)及び地区協議会報告をさせていただ

きます。 

今回の地区協議会は、地区委員の長倉会員を含める

と総勢 11 名の参加となり、遠い旭川での開催にも

関わらず、多数の参加をいただき、改めまして心よ

り感謝申し上げます。 

さて、来年度ＲＩ会長のＫ.Ｒ.ラビンドランは、来

年度のテーマを「世界へのプレゼントになろう」と

されました。 

このテーマについて会長は、「私たちは往々にして、

あまり意味のないことにとらわれて毎日を過ごし、

物を手に入れるために身をやつします。しかし、私

たちがこの世を去った後、人が思い起こすのは、私

たちが生前乗っていた車でも、着ていた服でも、肩

書でも、役職でもありません。より高い地位を得よ

うと払った努力のことでもありません。結局のとこ

ろ、私たちの人生の価値は、どれほど得たかでなく、

どれほど与えたかによって判断されるのです。です

から、苦しんでいる人から目を背けずに、その苦し

みを和らげてあげましょう。同情の言葉をかけるだ

けでなく、実際に何かしてあげましょう。社会から

享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。」と



述べられ、また、「地位や身の上に関わらず、才能、

知識、能力、努力、そして献身と熱意など、誰でも

与えられことのできる何かを持っているはずです。

私たちは、ロータリーを通じて、これらを世界にプ

レゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に、

真の変化を起こすことができるはずです。」と語ら

れました。個人1人では、出来ることに限界があり

ますが、ロータリーを通し、多数の力が集まれば、

会長の仰る「いつまでも続く、本物の何か」を残す

ことができるのかもしれません。 

次に東堂ガバナーエレクトの来年度のテーマです

が、「もっとロータリーを楽しみましょう」です。 

東堂ガバナーエレクトはこのテーマについては、

「特に地区の重点目標は会員基盤の向上です。大事

なのは会員維持、どうすれば退会防止に役立つか考

えたときに、やはりロータリー行事の参加が楽しめ

て、ロータリーが理解できることです。 

一番大事なロータリーの楽しみ方は、クラブ例会が

楽しいものでなければなりません。自分が楽しんだ

例会は他の人も楽しいはずです。そのようなクラブ 

を目指しましょう。さらにクラブの行事、分区の行

事、地区の行事、国際の行事など工夫を凝らして、

お互いに誘い合って参加することを楽しみましょ

う。 

ロータリーを楽しむことがロータリーのイメージ

を高めることになります。」とされています。 

その方法として、 

<クラブの行事> 

・工夫を凝らした毎週の例会や移動例会 

・家族、ロータリーファミリーたちとの例会、親睦

事業。（還暦、表彰、叙勲） 

・周年行事、特別な記念行事、会員のお祝い行事 

<地区の行事> 

・地区研修・協議会にはできるだけクラブの委員長

の参加をおねがいします。 

・地区大会には新会員(3 年未満)と地区大会に初め

て登録された方を対象にガバナー、ＲＩ会長代理、

ＰＤＧ、ガバナー補佐、地区役員との昼食会を計

画します。 

・配偶者の参加を強くお願いします。(エクスカー

ションを動物園コースと三浦記念館と井上記念

館コース) 

・クラブ紹介にはガバナー補佐の協力をいただいて、

会長と幹事をステージに上げてＲＩ会長代理と

握手を交わす計画をします。(ステージ上でガバ

ナー補佐との記念写真) 

・地区開催のセミナー等には委員長だけでなく3年

未満の新会員が出席できるプログラムを計画し

ます。 

・地区行事の短縮(変えることが過去を否定するこ

とではない。)ガバナー、ガバナー補佐、地区委

員、クラブ会長と参加者、スポンサークラブ、経

費等の負担を減らす。(地区大会は 2 日間、ライ

ラセミナーは2日間、研修チームセミナーはPETS

と合わせて2日間、地区協議会は他のセミナーと

併せて2日間とする) 

＜国際の行事＞ 

・2016年ソウル国際大会の参加に協力する。 

・井沢ソウル国際大会共同委員長は会員l0％参加を

宣言しております。 

等々を挙げられ。 

「地区重点目標」として 

①会長賞への挑戦 

②会量増強と維持・拡大 

③ＭＹ ＲＯＴＡＲＹへアカウント登録 

④ロータリー財団、米山記念奨学会の理解と協力 

⑤各種会合に積極的に参加 

以上、5項目を掲げられました。 

地区協議会が終わりまして、来年度に向け本格的に

準備を進めていかなければなりません。次期ＲＩ会

長及び東堂ガバナーエレクトのテーマ、方針を受け

まして、近日中に次年度会長方針の発表、クラブ協

議会の開催、活動計画書の作成となります。 

会員皆様のご協力をお願い致しまして、協議会参加

報告とさせていただきます。 

 

 

 



◆亀岡亀岡亀岡亀岡    孝孝孝孝    次年度幹事次年度幹事次年度幹事次年度幹事 

 

 

 

 

 

 

 

このたびは会長エレクト研修・会員増強拡大セミナ

ー及び地区協議会に釧路南ロータリークラブより

11 名の参加まことに有難うございました。25 日は

風が強く体感温度が低く感じられた中、午後1時か

ら会長エレクト研修セミナー、3 時半から会員増強

拡大セミナー、午後18時 30分から地区役員・各セ

ミナー参加者合同懇親会があり 2500 地区から多く

の会員が参加しておりました。 

当、釧路南ロータリークラブ会員は午後5時過ぎに

はホテルに入り6時 30分からの懇親会、8時からの

2 次会で更なる交流を図り、熱い意見交換の場とな

り、実のある1日と感じられました。 

26日は好天に恵まれ旭川市民文化会館で、午前9時

30分から点鐘 

・本会議開会セレモニー、ＲＩテーマ、地区活動目

標、方針発表を行い11時 15分から旭川市民文化会

館と旭川グランドホテルで第I分科会～第6文科会

とに分かれ、テーマに沿って学びあいました。 

各分科会の終了時間がまちまちで各流れ解散とな

りました。又、分科会別に昼食の弁当が支給されま

したが、両会場内では食べれませんでした。 

25 日の 2500 地区会員増強・拡大セミナーではＲＩ

2510地区の函館五稜郭ロータリークラブ・ロータリ

ーコーディネーター補佐・酒井正人講師が[楽しく

活力あるクラブにするために]と題し基調講演をし

て頂きました。(講師は函館の酒井歯科医院・医院

長で釧路ベイロータリークラブの葭本正美・元ガバ

ナーの大学の先輩にあたるそうです。) 

どんな.内容は、入会しない理由・増強が必要な理

由・会員候補は。 

 

最後に拡大委員会現況報告を地区拡大委員長の花

田善廣会員が行い、今日現在、2500地区の会員数は、

2279 人で有り３％アップで 2500 人を目指し、前進

したいと力強く宣言し採択されました。 

又、今年9月 4・5・6日には白金温泉でロータリー

青少年指導者養成プログラム、ライラセミナーを行

い、10月 16、17日は地区協議会と同会場で2500地

区大会が開催されます。今回同様多数の参加を御願

いし次年度幹事の地区協議会報告とさせて頂きま

す。有難うございました。 

 

◆東堂東堂東堂東堂    明ガバナーエレクト明ガバナーエレクト明ガバナーエレクト明ガバナーエレクト    

お蔭様にて次年度に向けての確固たる土台を築く

ことが出来、私達、次年度ガバナー事務所スタッフ、

運営に携わりました旭川北ロータリークラブ会員、

その他関係者にとりましてこの上ない喜びであり、

改めて心からの感謝を申し上げます。また、当日は

何かと不行き届きの点多々あったことと存じます

が、ロータリーの友情に免じてお許し頂ければ幸甚

の至りでございます。2015－2016年度もようやく一

歩を踏み出したばかりでございます。10 月 16 日～

10 月 17 日には地区大会という大きな行事も控えて

おります。今後とも変わりなきご指導、ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。末筆になりますが

貴クラブの皆様の益々のご活躍、御健勝を心よりお

祈り致し、お礼の言葉とさせて頂きます。 

 

 

◆ロータリー財団部門補助金小委員会、長倉会員よロータリー財団部門補助金小委員会、長倉会員よロータリー財団部門補助金小委員会、長倉会員よロータリー財団部門補助金小委員会、長倉会員よ

り報告り報告り報告り報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

昼食状況 
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昼食状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015～16年度地区協議会参加者集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区研修・協議会会場状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 会場状況 

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

・・・・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 

５月１６日（土） 

「 花見例会 」移動例会 

会場 9時集合～パークゴルフ 

   12 時バーベキュー鶴居グリーンパーク 

 担当：親睦活動委員会 

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

今週の会報担当：亀岡孝会員 


