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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          福井副会長 

    

    

・・・・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    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 工藤 ゆかり会員 

 

 

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    和田 優会員  Ｓ48. 12. 9 （42年目）    

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶        福井副会長福井副会長福井副会長福井副会長    

本日は、長井会長に代わり挨拶を申し上げます。会

長報告事項は、幹事より報告されるとのことで、私

からは何もありません。釧路は天気に恵まれて穏や

かな天気になっていますが、道北や日本海側は大雪

と吹雪で荒天のようです。先週は余市に行っていた

ので例会を休みましたが、心配していた天気は風が

強かったけど雪はあまり降りませんでした。しかし

今日は小樽も大雪のようです。 

 

 

 

釧路は雪の少ない分寒いですが、道路も渋滞がなく

過ごしやすいです。 

寒暖の差が大きくなってきてますので皆さんも健康

に気を付けてください。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

前日の冷たい雨は月初めの忙しい体に追い打ちをか

けますね。温かく身支度して頑張りましょう。 

※師走及び忘年会シーズンですので飲酒運転撲滅運

動にご協力お願い致します。 

****    11日の「上期の反省･下期の検討」例会の前に 10

分程度釧路北ローターアクトクラブの活動報告を

会長の小甲薫氏と幹事の斉藤慎也氏が来訪し、食

事をした後報告を受けます。ご協力をお願い致し

ます。 

****    2500地区からガバナー月信6号が届いております。 

****    ロータリー事務所からロータリーの友 12 月号が

届いております。 

 

 



****    釧路警察署より「飲酒運転拒絶条例」施工のお知

らせが届いております。 

****    2500 地区事務所から「東日本豪雨災害への義援

金」についての報告書が届いております。 

****    7分区ガバナー補佐より 3月 12日に行われる IM

に関する青少年奉仕活動に関するアンケートの

依頼が届いております。（12月 25日締切） 

****    7分区ガバナー補佐より5～6月に行うロータリア

ン・マスターズゴルフ大会に関する実行委員選出

のお願いの文書が届いております。 

****    釧路北ロータリークラブより 12 月例会案内と新

年会の案内が届いております。 

****    市内各ロータリークラブより 12 月例会プログラ

ムの案内と根室、浜中ロータリークラブより 12

月プログラム案内と会報が届いております。 

 

 

 

 

・・・・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        宮崎会員より報告宮崎会員より報告宮崎会員より報告宮崎会員より報告    

・本日のニコニコ献金 

 和田 優会員  結婚祝として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

「「「「    年次総会年次総会年次総会年次総会    」」」」        

                                                                    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    

2016 年～2017 年度新年度、新役員を紹介いたしま

す。 

会 長          佐藤  了会員 

副会長          福井 克美会員 

幹 事          前田 裕治会員 

会 計          長江  勉会員 

S･A･A           長井一広現会長 

クラブ運営委員長     工藤ゆかり会員 

会員増強委員長      森江 洋之会員 

奉仕プロジェクト委員長  佐野  実会員 

ロータリー財団米山委員長 長倉巨樹彦会員 

会長エレクト       上川原 昭会員 

 

 

 

 

◆会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト挨拶挨拶挨拶挨拶    佐藤佐藤佐藤佐藤    了了了了 

 

 

 

 

 

 

さて皆様、今年も早いもので残り1ヶ月を切りまし

て、本日年次総会を迎える運びとなりました。昨年

の 12 月第一例会日におきまして、会長エレクトを

拝命致しまして1年が過ぎました。年明けからは下

期の例会、会務が始まります。いよいよ会長・幹事

を中心に各委員長のご意見を参考にしながら、新年

度のクラブ活動計画書の作成に当たる準備、また４



大カテゴリー委員長以外の理事・委員長並びに副委

員のお願いと、また年が明けましたらすぐに 3 月 5

日土曜日から地区研修セミナー、4月 23日土曜日か

らはPETS（プレジデント・エレクト・トレーニング・

セミナー）翌日には地区協議会と共に今年度は北見

で開催されます。新年度、国際ロータリー会長（韓

国）並びに第2500地区 駒形 曙美（こまがた あ

けみ）ガバナー（北見 RC 会員）より新年度のテー

マとメッセージを踏まえまして、当釧路南ロータリ

ークラブの会長方針を発表致し、幹事のクラブ概況

及び会務方針、各委員長のクラブ活動方針を頂きク

ラブ活動計画書作成を遅延無く進めて行きたいと

思います。下期第 7 分区の大きな行事には 3 月 12

日の IM（インターシティー・ミーティング）と飲酒

運転撲滅・チャリティーパークゴルフ等があります、

当然参加協力は惜しみません。私自身飲酒運転の習

慣はありませんが日々のニュースには悲惨な結果

と、社会的地位や将来が一瞬で閉ざされることが確

実に起こることでしょう。今年度・次年度も含めま

して、当クラブの例会には親睦を深めるためお酒を

伴う例会も多くあります。 

飲酒運転撲滅には例会だけでなく、日常生活の中で

啓蒙・啓発をして行くことが大事です。 

さて、釧路南ロータリークラブの年間行事には2015

年 7月から変わりました、国際ロータリーの特別月

間が有ります。 

週約 4 回の例会中特別月間例会、表敬訪問･ガバナ

ー公式訪問･役員挨拶また野遊会やクリスマス･ひ

な祭り等の例会他移動例会を入れますと例会の日

程は埋まりますが、次年度に向けての例会の取り組

み、そして大事な会員増強と退会防止を家庭集会で

多くの意見が出ました、チームやタッグを組んで取

り組む方針を早くに計画し例会の担当委員会と協

議して、1･2 回はプログラムに入れることが出来る

ようにしたいと考えています。 

また小さな事と思いでしょうが、私が幹事のとき一

番苦慮したのはソングリーダーの指名でした、会の

欠かせないプログラムでもありながら同じ会員の

方に偏ってしまいがちで、私のように出たがり屋は

良いのですが新人会員には慣れるまで大変と思い

ます。 

この件についても会報・親睦担当と同様に持ち回り

との意見もあり、先輩会員がロータリークラブには

お断りをする NO が無いと、私も入会当時教えられ

てきた言葉で自分自身ロータリークラブの行事な

どのお願いを一つもお断りしたことがありません。 

先輩会員の皆様にも規範を示して頂けたら新入会

員の出席率向上にも繋がるのではとも考えており、

新年度の課題にしたいと考えております。 

他の年間の取り組みには、理事･役員と各会員の皆

様のご協力が無くては進みません、限られた会員で

あることを考慮して頂き、新年度に向け宜しくご協

力お願い致しまして、次年度会長の挨拶と致します。 

 

 

◆次年度副会長挨拶◆次年度副会長挨拶◆次年度副会長挨拶◆次年度副会長挨拶    福井克美福井克美福井克美福井克美    

 

 

 

 

 

 

佐藤会長エレクトから連絡があり、副会長を頼まれ

戸惑いました。現在、副会長をしているので別の方

にと思っていました。佐藤さんには、私は誰も引き

受けてもらえない場合のストッパーで良いから、出



来るだけ他の人にお願いしてほしいとお願いして

いました。新人が多いので、引き受けづらい役職か

もしれません。今年初めて副会長職を経験していま

すが、あまり役に立ってないかもしれません。少し

でもクラブの為に役立てられるように頑張って参

ります。次年度も皆さんのご協力を頂き、佐藤会長

を応援していきましょう。 

 

 

◆次年度前田裕治幹事挨拶◆次年度前田裕治幹事挨拶◆次年度前田裕治幹事挨拶◆次年度前田裕治幹事挨拶    

 

 

 

 

 

 

この南ロータリータラブには平成 24 年 8 月 3 日が

入会日で約3年半になります。 

佐藤了次年度会長より何度も打診されておりまし

たが、即答出来ず煩わせてしまった事を大変申し訳

なく思っております。例会の出席率が低く未だにロ

ータリークラブの構成も良く理解しておらず、この

大役を任されて良いのか自問自答していました。 

機が熟しているわけでは無いですが、声が掛った以

上幹事職を全うします。 

ですが不安要素は多々あるわけで、会員皆様の叱咤

激励のもと、一緒に航海の旅に出て一年後には成長

した自分を見ることが出来る様、南ロータリークラ

ブの品格を落とさぬ様、佐藤了次年度会長並びに会

員の皆様と共に、この一年間を過ごしたいという思

いであります。南ロータリークラブは決して大きな

船では無いのでしょう。 

会員全員がヨットのクルーでなければならない様

な気がします。各自受け持ったパートを的確な判断

で操作しないと転覆してしまうのです。ですが、息

の合った操舵では自由自在に操る事ができ、安定し

た船体を保つ事が出来ます。 (自分が言うセリフで

は無いような気がしますが) 

この一年間は南ロータリー会員ヨットクルーを日

指したいと思っております。 

自分は 2 月で 50 才になります。「40 にして惑わず、

50 にして天命を知る」といいますが、20 代、30 代

はがむしゃらに働き様々な技術や知識を学びまし

た。40代で起業し自分の道を信じて行動してきまし

た。そしていよいよ 50 代になろうとした時、まさ

に自分にとっての天命だな、と思い逆らわず従って

行動して行こうと決心しました。 

今はまだ全く至らない自分ですが、会員皆様と一緒

に一年間楽しく過ごしたいと思っています。よろし

くお願いします。 

 

 

◆次年度クラブ運営工藤ゆかり委員長挨拶◆次年度クラブ運営工藤ゆかり委員長挨拶◆次年度クラブ運営工藤ゆかり委員長挨拶◆次年度クラブ運営工藤ゆかり委員長挨拶    

 

 

 

 

 

 

次年度、クラブ運営委員長を仰せつかりました工藤

ゆかりです。 

クラブ運営委員長は今年度に続き2年連続に成りま

す。ロータリーには、ノーと言う言葉は無いので自

分は何でもうけます。どうぞ次年度もよろしくお願

い申し上げます。クラブ運営委員会は親睦委員会・

会報委員会・出席プログラム委員会・メデイア委員



会の小委員会を取りまとめております。 

ソングリーダーの件ですが以前は親睦委員会が担

当しておりました。今現在は副幹事が当日会員にお

願いしております。大変ならば元に戻す事も検討し

ても良いのではと思っております。 

また、会報の件ですが、今現在は全員で行っており

ますが、やはり欠席がちな、会員もいらっしゃるの

で会報委員長に負担が掛かっているようなので、こ

ちらも検討しなければいけないと感じておりまし

た。改革は良いと思います。やってみてだめなら元

に戻すか何か他の事を考えてみる。クラブが良い方

向に向かっていけたら、退会防止にもなると思いま 

す。佐藤了会長エレクト・次期前田幹事1年間頑張

って下さい。 

 

 

◆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    佐野実委員長佐野実委員長佐野実委員長佐野実委員長    

 

 

 

 

 

 

私は、次年度奉仕プロジェクト委員長を任命され、

同じ委員長で3年目になります。次年度も、南クラ

ブの継続事業である、職場訪問例会・献血例会・植

樹例会・河川敷等の清掃活動例会などを実施したい

と思います。また、地域社会や国際奉仕につながる

活動を企画していきます。次年度、佐藤会長･前田

幹事には今まで以上にロータリーを楽しんでいた

だき、私も出来る限り協力していきたいと思います。

次年度も宜しくお願い致します。 

 

◆ロータリー財団米山委員会◆ロータリー財団米山委員会◆ロータリー財団米山委員会◆ロータリー財団米山委員会    長倉長倉長倉長倉    巨樹彦巨樹彦巨樹彦巨樹彦    

 

 

 

 

 

 

次年度、ロータリー財団米山委員会の委員長を仰せ

つかりました長倉です。一年間、よろしくお願いい

たします。この委員会は、財団委員会と米山委員会

が一緒になった委員会です。主な目的は、財団の方

は、寄付。米山の方も寄付といったところでしょう

か。次年度は、機会を作っていただき、私も分かっ

ていない部分も多いとは思いますがプログラムの

中で、寄付がどこでどういう風に使われているのか、

話す機会を設け理解をしていただけるよう考えて

おります。また、次年度佐藤了年度は、少しでもサ

ポートしていけるように頑張って参りますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

次年度・理事・役員・委員長 

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

 

 

 

 

 

 

・・・・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 

１２月１１日（金） 

「 上期の反省・下期の検討 」 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 12：30～ 

担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        福井副会長 

今週の会報担当：木内治彦会員 


