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ソングリーダー 安藤 整治会員 

 

 

・・・・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    

2016-2017年度第 7分区ガバナー補佐(音別ＲＣ) 

川村 利明君 

ガバナー補佐幹事（音別ＲＣ） 伊東 幸裕君 

ガバナー補佐幹事（音別ＲＣ） 祓川 智行君 

釧 路 Ｒ Ｃ  会長   木下 正明君 

釧 路 Ｒ Ｃ  幹事   樋口 貴広君 

釧路北ＲＣ  会長   富樫 孝之君 

釧路北ＲＣ  幹事   平井 昌弘君 

 

 

釧路西ＲＣ  会長   小泉 和史君 

釧路西ＲＣ  幹事   松田 正昭君 

釧路東ＲＣ  会長   中村 孝之君 

釧路東ＲＣ  幹事   青山 英彦君 

音 別 Ｒ Ｃ  会長   眞籠 敏夫君 

音 別 Ｒ Ｃ  幹事   水野 昭人君 

釧路ベイＲＣ  会長   渡辺 雅樹君 

釧路ベイＲＣ  幹事   植原 元晴君 

釧路北ＲＡＣ  会長   斎藤 慎也君 

釧路北ＲＡＣ  幹事   中島  裕君 

 

 

    

・・・・記念日紹介は次回に回します記念日紹介は次回に回します記念日紹介は次回に回します記念日紹介は次回に回します    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

食事前に伊東良孝会員の乾杯の挨拶 

 

    

    

    

    

    

    

    



・・・・会 長会 長会 長会 長 挨挨挨挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、今年度当クラブ第１回目の例会が７月１

日、新年度表敬訪問のスタートとなり私も前田裕治

幹事も忘れられない例会になると思います。 

音別ロータリークラブ川村 利明ガバナー補佐始め、

補佐幹事並びに各クラブから会長・幹事の来訪を頂

きまして、心より感謝しております。後ほどガバナ

ー補佐始め、各クラブ会長からのご挨拶を頂きたい

と思います。 

今年度、ＲＩジョンＦ・ジャーム会長メッセージ並

びに第２５００地区、駒形 曙美ガバナーのテーマ

などは各クラブ活動計画書に記載されていると思い

ますが、音別ＲＣの会長を３度経験されております

川村ガバナー補佐の「奉仕」「継続」「繋がり」とい

う言葉が第７分区へのメッセージと私はと受け取っ

ております。 

 今年度釧路南ＲＣ会長テーマを「温故知新・古き

も学びロータリーの未来へ生かそう」と致しました。 

様々な受け取り方は有るでしょうが、連綿と受け継

がれて来ました当クラブの歴史を未来に橋渡しをし

て行くためにも、たまには立ち止まり改めて学び取

る事も大切な事だと思うからです。 

「古き」と言えば私の失敗談ですが、まだ入会間も

ない私が、当時櫻田ガバナー公式訪問の司会を仰せ

つかりガバナーが言えず、櫻田ガバナーを櫻田バナ

ナーと２度連呼しその後の記憶が全く無くなった経

験があります。後ほど先輩のお話では３度目に紹介

する事が出来、多くの会員の皆様が笑いをこらえる

のに必至の中、櫻田ガバナーにおかれましては何事

も無かったようにしておられたそうです。この経験

も、その後人前で話すことに慣れる経験にも繋がっ

ております。 

今年度、当クラブは２５名の内女性会員が６名で

スタートします。また、平均年齢も下がり活気のあ

るアットホームなクラブです。川村ガバナー補佐の

もと、微力ながら第７分区のため会長・幹事会の出

席は勿論、他クラブの周年記念・集団メーキャップ

等の繋がりを大切に、第７分区の年間の行事・奉仕

活動へ参加・継続など、当各クラブ委員会と図りな

がら、進めて行きたいと思います。 

挨拶の最後になりますが川村ガバナー補佐並びに各

クラブの会長・幹事のご指導、激励をうけ前田幹事

と共に１年間頑張って行きたいと思います。本日は

ご来訪ありがとうございます。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

本日より佐藤会長のもとで、幹事を務めさせて頂き

ます。1 年間皆様と幹事職を通して友好を深めて行

きたいと思っております。 

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

****    ロータリーレートの変更がありました。 

2016年 7月のロータリーレートは、1ドル＝106

円と言うことでしたがイギリスのEU離脱により、

市場が変動しまして 7月のレートは 1ドル＝102

円に変更されました。 

****    各クラブより 7月例会プログラムのご案内が来て

おります。また、根室ロータリークラブより 6月

例会報告がきております。併せて回覧させて頂き

ます。 



****    クラブ活動計画書、分区会員名簿並びにガバナー

月信、ロータリーの友がキャビネットに配布して

おりますので、お持ち帰り下さい 

    

    

 

・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    

「「「「    表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    会長・幹事会長・幹事会長・幹事会長・幹事    
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第第第第 7777分区分区分区分区    ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐    川村川村川村川村    利明利明利明利明君君君君    

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、本年度第７分区ガバナー補佐を

拝命いたしました音別ロータリークラブの川村でご

ざいます。そして、補佐幹事の伊東幸裕、秡川智行

であります。 

やはり７月１日は来てしまいました。当たり前です

が今この場で大変な１年が始まろうとしていること

を実感しています。 

 本年度第７分区ガバナー補佐としての最初の役割

を務めさせていただきます。 

本年度 RI 会長、ジョン・ジャーム氏は「人類に

奉仕するロータリー」と言うテーマを掲げられ、創

立以来の職業分類を基本とした高い倫理基準のもと

に行われる「奉仕」が人類のより良い世界を築くと

述べられております。 

駒形曙美ガバナーは、そのテーマ推進のため「ロ

ータリーのあしたのために、積極的に行動しよう」

と呼びかけられ、ロータリアン一人一人の積極的な

活動がクラブ活力を生み、地域社会への「奉仕」の

推進に繋がります。先ず、行動しようと決意され１

０項目の地区活動目標を掲げられました。特に公共

イメージ向上の推進については大事なことと受け止

めております。 

 どうぞガバナーの思いにご協力お願い申し上げま

す。 

分区事業につきましては昨年度からの事業を全て

継続させていただきたいと思っております。 

また、「IM」につきましては音別と言う小さなク

ラブではありますけど親クラブである白糠クラブさ

んのご協力をいただきながら、よい大会に出来ます

よう努めてまいります。 

ロータリーが今日まで発展を続けてきた要因は、

創立の精神と理念を変わらずに「継続」してきた事

にあると考えます。見失ってはいけない大事なもの

を守り、「継続」していかなければならないと考えま

す。その上で、ロータリーと地域、ロータリアンと

地域住民がより良く「繋がり」、そしてそれが「継続」

できるよう努めてまいりますので、本年のご協力を

宜しくお願い致します。 

結びになりますが、佐藤会長・前田幹事のもと、

釧路南ロータリークラブの活動が良い成果をあげら

れ、実りある一年でありますようご期待申し上げご

挨拶とさせていただきます。 

 

 

◆釧路ロータリークラブ釧路ロータリークラブ釧路ロータリークラブ釧路ロータリークラブ    木下木下木下木下    正明会長正明会長正明会長正明会長 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、釧路ロータリークラブの会長を務めます木

下正明です。 

一緒に参りましたのは幹事の樋口貴広君です。一年

間、どうぞよろしくお願い致します。 



釧路ロータリークラブは本年11月、創立８０周年

を迎えます。これを踏まえ今年度の会長方針を『地地地地

域の未来に奉仕し、その活動を知ってもらおう！域の未来に奉仕し、その活動を知ってもらおう！域の未来に奉仕し、その活動を知ってもらおう！域の未来に奉仕し、その活動を知ってもらおう！』

と掲げました。 

地域の未来を担う青少年への奉仕を第一の柱とし、

例年の年間 1２名前後の高校生への奨学金の拠出や

全国アイスホッケー大会の開催に加えまして、記念

事業として市内の小中学生3,000名に数学検定を寄

贈し、釧路出身で東進ハイスクールの数学講師 志

田晶氏に地域の未来に数学を活かす内容のご講演を

していただきます。 

また、釧路芸術館で今月31日㈰午後2時から台湾

の民族楽器の演奏で世界中に活躍している台湾新竹

市東区三民小学校の楽団をお招きして日台親善小学

校交流演奏会開催いたします。 

11月 5日㈯に開催されます志田先生の講演会、ま

た、記念式典とともに多くのロータリアンのお仲間

にご参加いただければと思います。 

節目の年に微力ながら地域の未来の可能性の一助

となる一年にしたいと思います。 

結びになりますが、本年度も釧路南ロータリーク

ラブの活動が佐藤会長の元、輝きある一年になるこ

とを祈念して挨拶とさせて頂きます。 

 

 

◆釧路北ロータリークラブ◆釧路北ロータリークラブ◆釧路北ロータリークラブ◆釧路北ロータリークラブ    富樫富樫富樫富樫    孝之会長孝之会長孝之会長孝之会長    

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今年度釧路北ロータリークラブの会長

を仰せつかりました富樫孝之でございます。隣にお

りますのが幹事の平井昌弘君でございます。 

私ども釧路北RCは釧路クラブ様のスポンサーの下、

昭和33年に創立させて頂き、今年で59年目を迎え

ることになりました。 

今年度、会長方針として「堅実な精神で、誠実な奉

仕を」とさせて頂きました。 

我々ロータリアンであると同時に企業人でもありま

す。自分の日常、職業が充実していることが理想、

前提であると考え、常に誠実に物事を考え、有意義

なロータリー活動を行ってゆきたいと思っておりま

す。 

また、私どものクラブが提唱している釧路北RACに

対しましても主旨をご理解頂き特段のご配慮いただ

いておることもこの場をお借りして感謝申し上げる

ところでございます。 

南クラブの皆様には公私共々、お世話になっている

方が多くおり、改めてこれから一年、様々な場面で

皆様にもお世話になることも多々あろうかと思いま

すので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

最後になりますが、釧路南ロータリークラブ様の

益々の発展、佐藤会長、前田幹事をはじめ、会員皆

様のご健勝をご祈念申し上げ表敬のご挨拶とさせて

頂きます。 

 

 

◆釧路西ロータリークラブ◆釧路西ロータリークラブ◆釧路西ロータリークラブ◆釧路西ロータリークラブ    小泉小泉小泉小泉    和史会長和史会長和史会長和史会長    

 

 

 

 

 

 

 

今年度、釧路西ロータリークラブ会長を仰せつかり

ました、小泉和史と申します。隣に控えているのが

幹事の松田正昭君でございます。 

入会4年目の幹事、そして、入会7年目の会長と、

まだまだロ－タリアンとして未熟者ですが、今年度

1年間どうぞ宜しくお願い致します。 



本日最初の表敬訪問が南ロータリークラブさんとい

うことで、この日を、緊張と同時に、楽しみにして

まいりました。 

私が、南ロータリークラブさんに表敬訪問するのは、

今回2回目となりますが、2011年～2012年度の年に、

私が幹事と言う立場で、出席をさせていただいた以

来となりますが、その折には、当時の長倉会長はじ

め、会員皆様方には、大変温かく迎え入れていただ

いた事が、記憶に残っております。誠にありがとう

ございました。 

又、日頃から南ロータリークラブさんには、当西ク

ラブに対しまして、特段のご厚情を賜り心から感謝

と御礼を申し上げます。 

さて、私ども西ロータリークラブは、今年度会員数

28名からのスタ－トとなりますが、お陰さまで、昨

年度は再入会も含めて5名の会員増強を果たす事が

出来ました。本年度も会員増強にさらに力を入れ、

会員32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。 

今年度、当クラブは、駒形ガバナー、そして川村ガ

バナー補佐の掲げたテ－マに沿って地域社会に貢献

出来る奉仕活動を、積極的に行動して参りたいと思

っております。 

最後になりますが、佐藤会長、前田幹事の今後のご

活躍と、釧路南ロータリークラブ会員皆様のご健勝

をご祈念申し上げ、表敬訪問の挨拶とさせていただ

きます。今年度1年間宜しくお願いいたします。 

 

 

◆釧路東ロータリークラブ◆釧路東ロータリークラブ◆釧路東ロータリークラブ◆釧路東ロータリークラブ    中村中村中村中村    孝之会長孝之会長孝之会長孝之会長    

 

 

 

 

 

 

 

◆音別ロータリークラブ◆音別ロータリークラブ◆音別ロータリークラブ◆音別ロータリークラブ    水野水野水野水野    昭人幹事昭人幹事昭人幹事昭人幹事    

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年度 第３８代目音別ロータリークラブ会

長に仰せつかりました眞籠敏夫でございます。幹事

は昨年に引き続き水野が担当致します。この一年間

どうぞ宜しくお願い致します。 

釧路南ＲＣの皆さまにおかれましてはロータリー活

動を通じまして日頃よりお世話になり、この場をお

借りして御礼申し上げます。 

当クラブも２０１６～２０１７年度は光栄なことに

初めて川村ガバナー補佐を輩出することとなり、当

クラブとしてはクラブ総動員で支えなければと考え

ております。 

しかし、当音別ロータリークラブにおいては皆さま

ご存じのように、１５名の小世帯でございます。第

７分区ロータリアン皆様のお支えなしでは到底無理

であると考えておりますので様々な場面におきまし

て絶大なるご支援ご協力を頂ければ幸いに存じます。 

さて私ですが、７年目にして会長という大役が回っ

てきましたが、いまだに右も左もわからなく、幹事

におぶさっているのが現状です。また、会長という

職責にあっても挨拶が不得意であり言葉が足らずの

所もありますがお許しのほどお願い致します。 

最後になりますが、２０１６～２０１７年度 釧路

南ロータリークラブが佐藤了会長、前田裕治幹事の

もと、さらに発展されることを祈念致しまして甚だ

簡単楚辞ではございますが表敬訪問のご挨拶とさせ

て頂きます。 

どうぞ本年度一年間宜しくお願い致します。 

 

 



◆釧路ベイロータリークラブ◆釧路ベイロータリークラブ◆釧路ベイロータリークラブ◆釧路ベイロータリークラブ    渡辺渡辺渡辺渡辺    雅樹会長雅樹会長雅樹会長雅樹会長    

 

 

 

 

 

 

 

南クラブの皆様、こんにちは 只今ご紹介頂きまし

た、今年度、釧路ベイロータリークラブ会長の渡辺

雅樹と申します。 

同行しております、幹事の植原元晴君です。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

ベイクラブは、多くの皆様の御蔭で 5月 14日にて

創立 19年を迎える事が出来ました。 

今年度は 20 年目に入りますので会長として責任を

感じております。 

当クラブは創立 20周年祝賀会を 2017年 5月 13日

土曜日に予定しております。 

釧路ベイらしくド派手に上品に行儀よくをもっとう

に当クラブの成田実行委員長のもと、来て頂いた方

に楽しんで頂けるよう、式典を段取して来たいと思

っております。南クラブ様にも沢山の御出席をお願

いしたいと思います。 

実を申しますと 5年前 長倉会長年度の時に 横に

おります植原君が会長で僕が幹事の時に南クラブさ

んの方へ表敬訪問をしており 

今年度はなんと 5年前の逆のパターンでの出席です、  

2人でまた楽しく 1年間進めていければと思ってお

ります。 

最後になりますが、佐藤会長、前田幹事様のご活躍

と会員皆様のご健勝、ご多幸とクラブのご発展をご

祈念申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

◆釧路北ローターアクトクラブ釧路北ローターアクトクラブ釧路北ローターアクトクラブ釧路北ローターアクトクラブ    斎藤斎藤斎藤斎藤    慎也会長慎也会長慎也会長慎也会長 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきまし

た、釧路北ローターアクトクラブ、４６代目会長を

務めさせていただきます、斎藤慎也と申します。 

隣におりますのが、幹事の中島 裕です。１年間

どうぞ宜しくお願い致します。 

まず始めに、釧路南ロータリークラブの皆様にお

かれましては、毎年の助成金をいただき、会員一同、

心より感謝申し上げます。また前年度特別に支援金

を頂きましたことをこの場をお借りしまして御礼申

し上げます。さて、今年度のクラブテーマは、「奉仕

でつながる絆」としています。ローターアクトクラ

ブに入会した目的、楽しみ方は会員一人ひとり違う

と思いますが活動していくなかで信頼関係が生まれ

絆が深まっていくと考えております。絆が深まって

いくような活動を積極的に幅広く行っていくクラブ

にしたいという想いからこのクラブテーマを掲げま

した。アクト活動は、決して楽しい事ばかりではあ

りませんが皆で同じ目標に向かって実行した時、 

様々な経験が得られると同様に会員同士の絆も深

まっていくと考えております。今年度は１０月８

日・９日に釧路で地区協議会が開催されます。また

釧路北ローターアクトクラブは創立４５周年を迎え

る年度となっております。地区協議会・４５周年が

ある年度だからこそ成功させるためには会員の協

力・信頼関係が大事になりますので月２回の例会・

日々の活動で絆を深めていかなければ成功はできな

いと考えております。 

またローターアクトクラブは自分の地域だけではな

く他の地区、国際的なつながりができることも魅力



の一つだと思っております。今年度は国際交流の一

環として釧路に来ている留学生と共に行う活動も考

えております。今期は、１６名のスタートとなりま

す。在籍年数の長い会員が卒業等で退会し新人会員

が多いためローターアクトクラブとしての活動意義

の理解を深めながら楽しく活動ができるように努力

してまいります。また２期連続幹事を務めた経験を

活かし認知度の向上にも努めていきたいと思ってお

ります。先ほども申し上げましたが今年度は地区協

議会・４５周年という大きな行事がございます、ま

た日々の活動を通じて会社とは少し違った目線での

成長ができることをお約束いたします。 

度重なる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のご検討して頂き、会長または

幹事までご一報頂ければ幸いです。釧路南ロータリ

ークラブの皆様にも、引き続き幣クラブへ、ご指導、

ご鞭撻いただきますよう、お願い申し上げます。 

最後に、釧路南ロータリークラブ様、会員の皆様

のますますのご発展とご健勝を祈念いたしまして、

表敬のご挨拶とさせていただきます。今年度1年間、

よろしくお願い申し上げます。 
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皆さん、本日は月初め何かとお忙しい中、当クラ

ブの例会にご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいました。先程来、川村ガバナー補佐のご挨拶、

表敬の訪問を頂きました各クラブ会長からのエピソ

ードや示唆に富んだお話しを頂戴し心から感謝申し

上げます。先程のご挨拶で申し上げましたけが、本

年度も第７分区は横の繋がりを大切に一致団結、力

を結集して進めて行かなければなりません。 川村

ガバナー補佐のもと、我々も皆さんと協力して１年

間良きご提案や行事など生かせるものは当クラブに

持ち帰り協議の上、第７分区全体の発展のためご協

力は惜しみません。 

最後になりますが、川村ガバナー補佐はじめ祓川

ガバナー補佐幹事・伊東ガバナー補佐幹事並びに第

７分区各会長・幹事の皆様のご活躍と、各クラブの

益々のご発展をこころからご祈念申し上げまして大

変簡単ですが、お礼のご挨拶とさせていただきます。

本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

お客様お見送り 

 

 

 

 

 

 

 

会員記念写真 
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・・・・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８日（金） 

「 出航式・優秀出席者表彰 」夜間例会 

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                                                        佐藤会長 

今週の会報担当：安藤整治会員 


