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・ハンマー伝達式・ハンマー伝達式・ハンマー伝達式・ハンマー伝達式 

 

 

 

 

 

 

 

長倉巨樹彦 前会長から森江ＳＡＡへ 

 

 

 

 

 

 

 

森江ＳＡＡから長井一広新会長へ 

 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長井会長 

    

・・・・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｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・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分区ガバナー補佐 白幡 博史君 

第 2500地区第 7分区ガバナー補佐幹事  

樋口 貴広君 

釧路ロータリークラブ    会長 西村 智久君 

釧路ロータリークラブ    幹事 中村 幸史君 

釧路北ロータリークラブ   会長 佐渡 正幸君 

釧路北ロータリークラブ   幹事 中島谷友一君 

釧路西ロータリークラブ   会長 三木 克敏君 

釧路西ロータリークラブ   幹事 佐藤 雅之君 

釧路東ロータリークラブ   会長 藤野 博昭君 

釧路東ロータリークラブ   幹事 玉垣 範夫君    

釧路ベイロータリークラブ  会長 吉田 一夫君    

釧路ベイロータリークラブ  幹事 伊藤 広樹君 

音別ロータリークラブ    会長 伊東 幸裕君 

音別ロータリークラブ    幹事 水野 昭人君 

釧路北ローターアクトクラブ 会長 小甲  薫君    

釧路北ローターアクトクラブ 幹事 斉藤 慎也君    

 

 

◆乾杯乾杯乾杯乾杯        福井福井福井福井    克美克美克美克美    副会長副会長副会長副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 佐藤 了会員 



今年度の、K.R.ラビンドランRI会長のテーマは「世

界へのプレゼントになろう」です。これはロータリ

アンが自らの知識、才能、時間を使って、世界中の

地域社会に奉仕活動をしようと言うものです。ロー

タリアンが自らプレゼントすることで、世界中の

人々の生活を改善することです。第七分区白幡ガバ

ナー補佐を中心に各クラブと仲良くしてロータリー

をもっと楽しんで参りましょう。各クラブのご発展

と皆様方のご健勝、ご活躍を祈念申し上げまして乾

杯します。 

 

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。釧路南 RCにとりまして、本年

度第一回目の例会に第７分区白幡ガバナー補佐始め

各クラブの会長・幹事様のご来訪賜り誠にありがと

うございます。本年度に入りましてすでに釧路北

RC、釧路RCの表敬訪問を終えました。会員数の多

い２クラブを終え、本日の当クラブ１回目の例会と

私の緊張もピークに達しており、皆様にご迷惑をお

かけするかもしれませんが何卒ご容赦ください。 

前年度の長倉会長、上川原幹事に於かれましては、

一年間見事にクラブを運営され、本年度に引き継が

れましたことに改めて御礼申し上げます。 

 

本年度も昨年度と同様 24 名での出発となります。

私の重点目標に退会防止を揚げさせて頂きました。

24名様一人欠けることなく、また多数の新しい仲間

を迎えられます様、本年度を運営して行ければと思

っております。さて、今年度の東堂ガバナーのテー

マは「もっとロータリーを楽しみましょう」です。

「クラブに参加して良かった。例会に出て楽しかっ

た」と思える例会を、私だけでは無理がありますの

で、亀岡幹事をはじめ、会員皆様の知恵と力をお借

りして作り上げて行ければと思っております。また、

白幡ガバナー補佐を先頭に、第七分区がますます充

実したものとなります様、南 RCも微力ながら頑張

って参ります。最後になりますが、第７分区各クラ

ブのご発展とご健勝をご祈念申し上げまして、第１

回目の挨拶とかえさせて頂きます。ありがとうござ

いました。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

私は、2015～16 年度、長井会長の元で幹事を務め

させて頂きます亀岡 孝でございます。しっかりと

南クラブを支えて行きますので、一年間ご指導ご鞭

撻のほど宜しくお願い致します。 

****    ロータリー財団より「ご寄付に心より感謝申し上

げます」と感謝のメッセージが届いております。 

 



****    会長・幹事表敬訪問日程について 

7月 4日（土）釧路北RAC、7月 6日（月）釧路

西RC、7月 7日（火）釧路東RC、釧路ベイRC、

7月 10日（金）白糠 RC、7月 13日（月）音別

RC。 

****        7月 26日ロータリー財団セミナー・米山記念奨

学会セミナーに、当クラブから長井会長、長倉グ

ローバル補助金小委員長が出席致します。 

****        2015年7月度のロータリーレートは、１ドル124

円となっております。 

****    当クラブ、2015～16 年度の活動計画書及び 7 分

区会員名簿がキャビネットに入っておりますが、

個人情報ですので取扱いの程よろしくお願いい

たします 

 

 

 

・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    

「「「「    各クラブ役員表敬訪問各クラブ役員表敬訪問各クラブ役員表敬訪問各クラブ役員表敬訪問    」」」」        

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

・ 第７分区ガバナー補佐第７分区ガバナー補佐第７分区ガバナー補佐第７分区ガバナー補佐    白幡白幡白幡白幡    博史博史博史博史君君君君    

ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事    樋口樋口樋口樋口    貴広君貴広君貴広君貴広君    

 

 

 

 

 

 

 

只今ご紹介を頂きました第 7分区ガバナー補佐を拝

命いたしました、釧路RCの白幡でございます。 

今日は幹事の樋口君と一緒に参りました。宜しくお

願い致します。釧路南 RCに入った瞬間、柔らかく

アットホームな感じを致しました。特にこちらのク

ラブの皆様とは日頃からおつきあいをさせて頂きま

して、温かい中にももう一歩親しい雰囲気を同時に

味あわせて頂きました。長井会長とも 1年間行動を

共にし、活動しなければいけないという事で何度か

お邪魔することがあると思います。 

今年度の第 2500地区東堂明ガバナーは、「ロータリ

ーをもっと楽しみましょう」というお話をされてい

ます。東堂ガバナーは前向きなガバナーでございま

して、特に今回のテーマに沿った中では、皆さんに

お願いがあります。基本的に地区の行事、事業に積

極的に参加をしてほしい。 

そして分区やクラブの事業に積極的に参加をしてほ

しいと言われています。私共の第 7分区は非常に恵

まれている分区だと思っています。IM をはじめ飲

酒運転撲滅のパークゴルフ大会、中学生の公式野球

大会などを通して、各クラブの皆さんが仲間意識を

生むような事業がしっかりと組まれていることは大

変恵まれていると考えています。先月の話ですが前

に行われていた分区内各クラブの親睦交流ゴルフコ

ンペが次年度スタートできる様な雰囲気もありまし

て、いろんな事業を通じて第 7分区各クラブの会員

が垣根を越えて仲間意識を高めて行くことが、最終

的には東堂ガバナーの目指すテーマに沿うことだと

思いますし、私もそれに沿って協力していきたい。

今年度の各クラブの会長幹事の皆さんのご協力の元、

しっかりと役目を果たしていきたいと考えています

のでどうぞよろしくお願いいたします。結びになり

ますが、長井会長の年度が輝かしい 1年になること

を祈念申し上げましてご挨拶に代えさせて頂きます。

1 年間お世話になりますがよろしくお願いいたしま

す。 

 



・ 釧路釧路釧路釧路 RCRCRCRC    会長会長会長会長    西村西村西村西村    智久智久智久智久君君君君        

幹事幹事幹事幹事    中村中村中村中村    幸史君幸史君幸史君幸史君    

 

 

 

 

 

 

 

釧路 RC第７９代会長を拝命しました西村でござい

ます。隣に控えているのは、幹事の中村幸史君です。

どうぞよろしくお願いいたします。昨日、当クラブ

の第１例会に、長井会長と亀岡幹事が来て我々に激

励をしていただきありがとうございます。 

正直に申し上げますと、昨日が私のピークでありま

して、疲れがどっときております。一つ皆様方にお

伝えしたいことがあります。2017～19年度のRI理

事に当クラブの小船井 PDG が立候補する運びとな

っています。私共が署名をし、RIに 1年間かけて選

挙運動のようなものをし、当選のあかつきには 2017

～19年度の2年間RI理事を務めることになります。

第 2500 地区からは初めてで、第 2510 地区の札幌

RCで伊藤義郎RI理事他1名という事で画期的なこ

となのでぜひとも応援したいと考えています。皆様

方のご協力を宜しくお願い致します。 

さて今年度のRI会長テーマは、「世界へのプレゼン

トになろう」です。私はそれをロータリーの社会性

を高めようという文章がありましたので、それを受

けまして釧路 RCの今年度のテーマは「我が故郷、

我が釧路に火を灯そう」と言うテーマを掲げました。

我々ロータリアンの釧路市民への認知度を高めよう

と言うことです。今年度白幡ガバナー補佐を輩出し

ている釧路 RC としては、3 月に IMが控えていま

す。また来年の 11月には釧路RC創立 80周年の式

典をさせて頂きます。今、幹事と 80 周年の記念ネ

クタイを作り、温かくおもてなしの精神でお迎えさ

せて頂きます。そのほかに少年野球も釧路 RCが提

案している継続事業であります。二十何年やってい

る、アイスホッケーの釧路ロータリーカップ。釧路

RC独自の曽我記念育英会や来年の80周年を通じな

がらロータリーの 1年間ロータリーの社会性を高め

る活動に邁進したいと考えていますので、ご指導ご

鞭撻を宜しくお願い致します。最後に本年度釧路南

RC 長井会長年度が素晴らしい年となることをご祈

念申し上げまして挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

・ 釧路北釧路北釧路北釧路北 RCRCRCRC    会長会長会長会長    佐渡佐渡佐渡佐渡    正幸正幸正幸正幸君君君君    

幹事幹事幹事幹事    中島谷中島谷中島谷中島谷友一君友一君友一君友一君    

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。只今ご紹介いただきました

2015-16年度釧路北RC第58代の会長を務めさせて

頂きます佐渡正幸と申します。隣にいるのが、幹事

の中島谷友一郎君です。どうか 1年間宜しくお願い

致します。釧路南 RC会員の皆様を拝見いたします

と、ロータリー活動以外でも色々な場面で仲良くさ

せて頂いています。本当にありがとうございます。

今年度はロータリーの立場で御教授の程を宜しくお

願い致します。私たちのクラブは、本年度 69 名か



らのスタートです。年齢、年数も非常に経っている

クラブです。私は 48歳、中島幹事が 46歳で、クラ

ブとしては非常に若い会長・幹事の活動となります。

まずはクラブ改革に取り組みさせて頂きました。ま

ずは会費の大幅な削減と例会も通常は昼例会が多く

を占めていますが、若い会員が増えてきていますの

で、夜間例会を半分近くに増やして活動し行こうと

なりました。食事も例会中の食事ではなくて、例会

前にビュッフェスタイルで食事をとるスタンスを取

り入れていますので、是非、水曜日はメーキャップ

にお越し頂きたいと思っています。 

会員数も現在 69 名でありますがこれから先高齢の

会員もおりますので、会員拡大にも努めて行きたい

と思っています。例会の出席率が概ね 50％代になっ

ていますので何とかしてあげて行きたいと思ってい

ます。 

自分のクラブの会員の会員拡大ではなく、白幡ガバ

ナー補佐をしっかりと支えて行く目標として、分区

内のロータリアンがたくさん増えるような活動をし

て行きたいと思っています。若い経営者がたくさん

釧路市内にいるので声をかけると、どこそこのクラ

ブから誘われているからと回答を聴いたならば、そ

のクラブを紹介しますという、分区内の会員拡大に

努めて行きたいと思っています。来年度のクラブテ

ーマは、サーブアンドドリームで「奉仕の理想を求

める」という事を掲げさせて頂きました。社会に奉

仕をすることが重要であると思っています。また原

点からしっかりと見直さなければならない。そして

地域社会や世界の人々に夢を与えられるような活動

を展開していきたいと考えています。個々のクラブ

内のロータリアンにおいても自分の人生に夢を持て

るようなにしていきたいと思っていますので、南

RC の皆様には色々とご教授をお願いしたいと思っ

ています。最後になりますが、本年度、長井会長、

亀岡幹事を中心に釧路南 RCの益々の発展と会員皆

様のご健勝とご隆盛をご祈念申し上げます。 

 

 

 

・ 釧路西釧路西釧路西釧路西 RCRCRCRC    会長会長会長会長    三木三木三木三木    克敏克敏克敏克敏君君君君    

幹事幹事幹事幹事    佐藤佐藤佐藤佐藤    雅之君雅之君雅之君雅之君    

 

 

 

 

 

 

 

釧路西 RC 第 48 代会長を仰せつかりました三木克

敏です。私の隣に控えておりますのが、幹事の佐藤

雅之でございます。今年度、長井会長・亀岡幹事そ

して会員の皆様にお世話になるかと思いますが、微

力ではありますが白幡ガバナー補佐を支え頑張る所

存です。１年間どうぞ宜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、私ども釧路西

RC会員 27名からのスタートとなりました。多少は

上向き傾向にあると言うものの、昨今の経済状況等

により、会員数は減少の一途をたどって参りました

が、おかげさまで昨年度は 3名の会員増を果たすこ

とができました。本年度は会員増強にもさらに力を

入れ、会員数 30 名以上を目標に、クラブを盛り上

げていくつもりでございます。 

私は幹事を 2 度経験しております。最初は 2010～

11 年度、木内会長年度、二回目は 2012～13 年度、

釧路南 RCさんから輩出された長江ガバナー補佐年

度。木内補佐幹事、工藤補佐幹事、森江会長、長井



幹事と、幹事としてご一緒させて頂きましたので、

個人的にもとても親しみを感じているところでござ

います。今後もご指導を仰ぎながら共に有意義なロ

ータリー活動を行って参りたいと思っています。 

最後に、釧路南 RCの益々のご発展と長井会長、亀

岡幹事をはじめとする会員の皆様のご健勝を心より

ご祈念申し上げまして、表敬のご挨拶とさせて頂き

ます。1年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

・ 釧路東釧路東釧路東釧路東 RCRCRCRC    会長会長会長会長    藤野藤野藤野藤野    博昭博昭博昭博昭君君君君    

幹事幹事幹事幹事    玉垣玉垣玉垣玉垣    範夫君範夫君範夫君範夫君 

 

 

 

 

 

 

 

只今ご紹介いただきました会長を務めます藤野でご

ざいます。隣にいるのが幹事の玉垣範夫でございま

す。二人ともロータリー歴及び知識は浅い方でござ

いますが、今年度の任期 1年間は白幡ガバナー補佐

を盛り立てて行きたいと思っていますのでどうか宜

しくお願い致します。 

私は会長になりましたが、経験が浅く先輩会員のご

指導ご協力を得ながら、地域のニーズに答える新た

な、行事の比較、立案、実行ではないかと思いまし

て、これまで東 RCが実施してきた行事は継続しな

がらも、私の得意としているものを、新たなに加え

られればと思っております。その節は皆様にも何か

とご協力をお願いするかもしれませんので宜しくお

願い致します。当クラブもこの 2 年間会員増強で、

やっと 30 名を超える会員数になりました。これは

私も頑張って会員増強に努めまして釧路東 RCを盛

り立てていくことが地元に貢献することではないか

と考えています。 

最後に釧路南 RCのこの一年、長井会長、亀岡幹事

を中心に益々ご発展することと会員皆様のご健勝を

祈念しまして挨拶と替えさせて頂きます。本年どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

・ 釧路ベイ釧路ベイ釧路ベイ釧路ベイ RCRCRCRC    会長会長会長会長    吉田吉田吉田吉田    一夫一夫一夫一夫君君君君    

幹事幹事幹事幹事    伊藤伊藤伊藤伊藤    広樹君広樹君広樹君広樹君 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南クラブの皆様、こんにちは。今年度、釧路ベ

イ RCの会長を務めさせて頂きます、吉田一夫と申

します。そして、一緒に例会訪問させて頂きました

幹事の伊藤広樹君です。会長幹事の経験もあり私は

この一年、支えて頂きながら全力でクラブ運営を進

めて行きたいと思います。 

今年の 4月にはゲストスピーチではロータリー財団

グローバル補助金小委員会 長倉巨樹彦委員長様に

はスライドを見せて頂きながらとても解りやすくご

講演をして頂き誠にありがとうございました。今後

ロータリー財団に少しでも貢献できればと思ってお

ります。今後ともご指導宜しくお願い致します。ま



た、明輝高校インターアクトクラブの負担金をご支

援頂きお礼申し上げます。しかしながら今期は高校

側の新年度に担当の先生が変わりクラブ運営がなさ

れておりませんでした。今年度は各クラブからの負

担金をお断りし、ベイクラブで 1年間負担をし会員

増員を担当の先生と共に立て直しを図っていきます。

立て直しが終わりましたら、改めて負担金のお願い

に参りますのでご理解の程、宜しくお願い致します。

最後になりますが、長井一広会長様、亀岡孝幹事様

の一年間のご活躍と釧路南クラブ様の益々のご発展

を心からご祈念申し上げて表敬訪問のご挨拶とさせ

て頂きます。今年度 1年間どうぞ宜しくお願い申し

上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

・ 音別音別音別音別 RCRCRCRC    会長会長会長会長    伊東伊東伊東伊東    幸裕幸裕幸裕幸裕君君君君    

幹事幹事幹事幹事    水野水野水野水野    昭昭昭昭人君人君人君人君 

 

 

 

 

 

 

 

音別 RC 第 37 代目の会長を仰せつかりました伊東

です。同行していますのは幹事 2年目になります水

野昭人です。二人で音別 RCを盛り上げて行きたい

と思います。皆さんどうか宜しくお願い致します。

私も 2010年度から幹事を 4年連続で努めましてこ

ういう訪問例会は慣れているつもりだったのですが、

会長の職になって挨拶をするとなると身も細る思い

で緊張して立っています。幹事時代も横に同行して

体験できましたが、目の前が白くなって緊張してい

ます。音別は釧路と合併になってから人口が減って

いますが、会員は 15 名を何とか維持しています。

チャーターメンバーは 3名いますが皆さん例会の出

席率も良く、年齢の隔たりもなく皆さん新会員とも

仲良くしています。RI会長の目標と東堂ガバナーの

テーマ「もっとロータリーを楽しみましょう」を、

全員が理解し実践できるように協力してここの心を

一つにして大きな輪になって進んでいけるクラブを

目指したいと思います。最後に釧路南 RCの益々の

ご繁栄を祈念申し上げまして表敬の挨拶とさせて頂

きます。 

 

 

 

・ 釧路北釧路北釧路北釧路北 RARARARA    会長会長会長会長    小甲小甲小甲小甲        薫薫薫薫君君君君    

幹事幹事幹事幹事    斉藤斉藤斉藤斉藤    慎也君慎也君慎也君慎也君 

 

 

 

 

 

 

 

只今、ご紹介いただきました、今年度、会長を務め

させて頂きます、小甲薫と申します。隣におります

のが幹事の斎藤慎也です。1 年間どうぞよろしくお

願いいたします。まず始めに、釧路南 RCの皆様に

置かれましては、毎年の助成金を頂きまして会員一

同、心より感謝申し上げます。さて、今年度のクラ

ブテーマは、「Action～可能性を信じて～」としてい

ます。会員一人ひとりが自分自身の為に、アクター

として何ができるかを考えて、積極的に行動を起こ



して欲しいという思いからこのクラブテーマを掲げ

ました。 

ロータリーアクトとは、Rotaryと Actionを結合し

た造語で『行動するロータリー』という意味でござ

いますので、四つのテストを基盤として、若者らし

い行動力でローターアクトならではの活動をして行

きたいと思っております。また、会員減少、例会や

打合せの出席率の低下、ローターアクトの知名度の

低さなどの、問題解決するためには、日々の例会や

奉仕活動の質の向上と、広報活動の強化が必要であ

ると考えておりますので、今年度は大きな行事がな

い年度だからこそ、特に力を注いで行きたいと思っ

ております。今期は、15名のスタートとなりました。

入会する会員がいる一方、年度末には年齢的には退

会となる会員が多く在籍しているのが現状です。ま

た、各テーブルにローターアクトのパンフレットを

配布させて頂きました。毎年のお願いではございま

すが、18歳から 30歳までのお知り合いの方や従業

員の方がいらっしゃいましたら是非入会を検討して

頂き、会長幹事までご一報頂ければ幸いです。 

今後は、次世代を担うリーダーとなる人材を発掘し、

熱い情熱を持った若い会員を教育していくことでク

ラブの更なる発展と継続へと繋げて行きたいと思っ

ておりますので、釧路南 RCの皆様にも、引き続き

幣クラブへ、ご指導ご鞭撻を頂けます様、お願い申

し上げます。最後に、釧路南RC様の会員皆様の益々

のご発展とご健勝をご祈念申し上げまして表敬訪問

のご挨拶とさせて頂きます。今年度 1年間、宜しく

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

・謝辞謝辞謝辞謝辞        会長会長会長会長    長井長井長井長井    一広君一広君一広君一広君 

 

 

 

 

 

 

 

本日はお忙しい中、当クラブの第１例会にご出席い

ただき、ありがとうございました。白幡ガバナー補

佐、並びに各クラブ会長様よりご丁寧な挨拶を頂戴

し、心より感謝申し上げます。 

本日より１年、会長として頑張って参りますが、ロ

ータリー歴も浅く未熟者でありますので、ご来訪下

された皆様のご指導ご鞭撻を賜れば幸いと存じます。

最後に、皆様のこれからの益々のご活躍を祈念いた

しまして、謝辞とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

集合写真 

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

・・・・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１０日（金） 

「 出航式 」 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 18：30～ 

 担当：親睦活動委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        長井会長 

今週の会報担当：福井克美会員 


