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・・・・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    

「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 上畑 雅則会員 

 

 

 

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

日向乃里衣会員  H26. 8. 1（1年目） 

    前田 裕治会員  H24. 8. 3（3年目） 

    

    

    

    

    

    

    

日向乃里衣会員    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    佐野  実会員  Ｓ32. 8. 1（58歳） 

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。 

ガバナー公式訪問が来週と迫ってまいりました。今

日は公式訪問のリハーサルです。成功に向けて、頑

張ってまいりましょう。さて、7月 26日（日曜日）

に旭川で開催されました、地区財団セミナーに長倉

グローバル補助金委員長と出席してまいりました。

当クラブより申請をいたしておりました、千島桜の

移植事業の予算が通りましたと、長倉委員長より報

告がございました。来年 5月に移植例会が行われる

と思いますので、楽しみにしています。また、今年

の 12 月に来年度の地区財団セミナーが開催されま

す、とのこと。佐藤エレクトに於かれましては、来

年度の補助金での奉仕事業の内容･補助金申請・覚書

等の説明が行われますので、出席をお願い致します。

最後にセーチンジュＲＣのヤン・イノ会長よりメッ

セージをいただいておりますので紹介させていただ

きます。 

 



≪会長メッセージ≫ 

アンニョンハシムカ（こんにちは） 

国際ロータリー3590地区、セーチンジュロータリー

クラブ会長、ヤン・インです。始めに創立３３周年

記念行事を盛況に迎え、セーチンジュロータリーク

ラブの全会員の思いを込め、心からお祝い申し上げ

ます。新緑の季節に、ロータリー網領と４つのテス

トを自ら実践されておられる、国際ロータリー2500

地区、釧路南ロータリークラブの発展の為、献身さ

れ解任された、長倉巨樹彦前会長様をはじめとする

理事役員、皆様方のご苦労に深い感謝を申し上げま

す。また新しく釧路南ロータリークラブを引率され

る、2015－16 年度、長井一広会長様と亀岡孝幹事

様をはじめとする、執行部、理事役員就任を心から

お祝い致します。我々の出会いは、超我の奉仕とい

うロータリーのご縁で、友好クラブの友情を一歩、

一歩積み重ね、関心と交流を通じ、思いを分かち合

い、世の中の土産となる楽しい奉仕を実践していま

す。私達は、釧路南ロータリークラブとセーチンジ

ュロータリークラブがもっとも大切に思う徳目が何

かと自問したところ、その答えは、正直・信頼・配

慮・和合・分け合う事が等しいように思慮いたしま

す。国際友好クラブの縁で、これから最高のシナジ

ー効果を出し、互いに共存しながら、2 クラブが手

を取り合い、あたたかい情を思い、我らの友情を開

いていけば、今から新しい希望の光が明るく照らさ

れ、執行部内の情熱を持って努力すれば、いつかは

兄弟の礼儀を尽くせるのではないかと思います。尊

敬する釧路南ロータリークラブ、長井一広会長様、

これからも 2クラブ間で、さらなる関心と交流を通

じ、友情が溢れる国際友好クラブになれればと思い

ます。尊敬する釧路南ロータリークラブ、会長及び

会員の皆様！ 

私は、国際友好クラブの資格で、皆様方に希望のメ

ッセージを送ろうと思います。最後に、釧路南ロー

タリークラブの益々のご発展を御祈願申し上げ、ま

た会員、皆様方のご家族の御幸福と御幸運をお祈り

致します。感謝致します。 

国際友好クラブ 国際ロータリー3590地区  

セーチンジュロータリークラブ 会長 ヤン・イノ 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

とても暑く、じめじめしていますが夏風邪はひかぬ

よう注意しましょう。熱中症にも気を配り水分は多

めに取りましょう。 

****    各クラブから８月のプログラムが届いておりま

す。 

****    ８月のロータリーレートは 124円です。 

****    伊東良孝会員に国際ロータリー日本事務局から

感謝状が届いております。 

****    2015－2016地区大会 10月 17日（土）も 5部屋

予約しています。 

 

 

 

・・・・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        上畑上畑上畑上畑    雅則親睦委員雅則親睦委員雅則親睦委員雅則親睦委員    

・本日のニコニコ献金 

 日向乃里衣会員  入会記念祝として 

 前田 裕治会員  入会記念祝として 

 佐野  実会員  誕生祝として 

 



・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    

「「「「    ガバナー公式訪問を前にしてガバナー公式訪問を前にしてガバナー公式訪問を前にしてガバナー公式訪問を前にして    」」」」        

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

 

 

 

 

 

 

 

『亀岡幹事より、ガバナー公式訪問クラブ協議会開

催についてのスケジュールの報告がありました。』 

ガバナー公式訪問クラブ協議会・次第（概要）ガバナー公式訪問クラブ協議会・次第（概要）ガバナー公式訪問クラブ協議会・次第（概要）ガバナー公式訪問クラブ協議会・次第（概要）    

・日時 平成 27年 8月 7日(金曜日) 

17時 00分～18時 30分 16時 00分集合 

・会場 

16時 30分～17時 00分 

会長・幹事懇談会・佐藤会長エレクト2階会議別室 

17時 00分～18時 30分 

クラブ協議会・2階クラブ協議会会場 

５分前に長倉ＳＡＡ控室に迎えに行く。 

入場（全員起立し拍手にてお迎えする）・・・２分 

公式訪問  来訪者紹介・・・長井会長より・・３分 

国際ロータリー第2500地区   東堂明ガバナー 

国際ロータリー第2500地区第７分区  

白幡博ガバナー補佐 

国際ロータリー第2500地区  高橋朝光地区幹事 

国際ロータリー第2500地区  鈴木貢財務委員長 

会長挨拶・・・長井一広会長より・・・・・・３分 

挨拶 ＲＩ第2500地区第７分区・・・・・・・・ 

・・・・・・・白幡博ガバナー補佐・・・・・３分 

挨拶 ＲＩ第2500地区 東堂明ガバナー・・３分 

17時 16分～18時 05分協議会開始・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・各委員会３分以内で 

 

進行スケジュール説明・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・佐藤会長エレクト（司会、紹介を） 

クラブ運営委員会・・・・・・・工藤ゆかり委員長 

クラブ会報委員会・・・・・・・佐藤  了委員長 

親睦活動委員会・・・・・・・・奈良 清成委員長 

出席プログラム委員会・・・・・亀井 麻也委員長 

広報メディア委員会・・・・・・福井 克美委員長 

会員増強委員会・・・・・・・・前田 裕治委員長 

ロータリー情報委員会・・・・・安藤 整治委員長 

会員選考維持委員会・・・・・・和田  優委員長 

奉仕プロジェクト委員会・・・・佐野  実委員長 

職業奉仕委員会・・・・・・・・長江  勉委員長 

環境青少年委員会・・・・・・・上川原 昭委員長 

国際社会奉仕委員会・・・・・・長倉巨樹彦委員長 

韓国友好クラブ委員会・・・・・高橋 康成委員長 

ロータリー財団米山委員会・・・森江 洋之委員長 

※14委員会×3分＝42分  

18時 05分～18時 25分 

ガバナー講評・質疑応答・助言・・・・・・・5 分

閉会の挨拶及び謝辞・・福井克美副会長・・・3分 

 18時 30分～19時 30分 ガバナー公式訪問例会 

（食事例会・お酒無し・歓迎乾杯有り（シャンパン） 

19時 30分～19時 40分 記念写真撮影・・・・・ 

・・・・・・松橋写真館（亀井副幹事手配）10分 

 

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

・・・・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 

８月７日（金）会長･幹事懇談会16:30～ 

       クラブ協議会  17:00～ 

       例会      18:30～ 

「 ガバナー公式訪問 」夜間例会 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 

 担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        長倉直前会長 

今週の会報担当：長江勉会員 


