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みなさん、こんにちは！

その理由として本年度で３６年を迎えこの長い年月

本年度第 1 回目の会長挨拶をさせていただきます。

の間多くの方々のご尽力で今があるわけです。

本日は漆崎ガバナー補佐を始め、各クラブの会長、

これから先で歴史と伝統に終止符を打つわけには

幹事の皆様、ようこそ釧路南ロータリークラブの今

いきません。そこで歴史と伝統を引き継ぐ一年とし

年度第１例会へお越しいただき誠にありがとうござ

たいと考えております。先輩メンバーの皆様には惜

います。感謝申し上げます。

しみなく伝授していただきたいと思いますし、若い

会長を受けてから新年度に入るまでは月日の流れ
がとても速かったのですが新年度が始まった今週は

メンバーはどんどんと聞きに行く行動をとっていた
だきたいと思います。

とても遅く感じます。今週 3 日の月曜日から表敬訪
問が始まり緊張の毎日ですが今日の例会後に少しは

わからないから先輩に任せるのではなく、教えても

ホッとできるのかなと考えております。

らってやってみる。

表敬訪問も残すところ明日のローターアクトさん、

失敗から学ぶことが多いと思いますので恐れず行動

週が明けて月曜日に音別ロータリークラブさん、例

しましょう。先輩メンバーは若手の失敗を怒りつけ

会日が重なっていて本日欠席しておりますが金曜日

るのではなく優しく教えてあげていただけると幸い

に白糠ロータリークラブさんで一回りすることにな

です。今日の司会を担当している菊地副幹事は今日

ります。

が司会デビューです。経験することで自分の成長に

各クラブにお邪魔させていただきましたが、新鮮

繋げられます。頑張ってください。

な気持ちになりましたので親睦を深める意味も含め

日常化していて判らなかったことが変化をもたらす

クラブメンバーと一緒にメーキャップで再度お邪魔

ことで新しい発見ができ、自分の成長につなげられ

したいと考えております。そのときは宜しくお願い

るチャンスとなります。

致します。

本年１年、２４名のロータリーの歯車をしっかりと

さて、本年度釧路南ロータリークラブはテーマを

動かし、釧路南ロータリークラブの歴史の１ページ

『Ｃｈａｎｇｅ Ｔo Ｃｈａｎｃｅ』
と掲げさせて

として増やせるよう楽しみながら会長職を全うした

いただきました。

いと思います。会員皆様のご協力をお願い申し上げ

ＲＩ会長テーマであります『変化をもたらす』を

ます。長くなってしまいましたが、皆さん今日の例

先ずはクラブ内から実行していきます。その一段と

会を楽しんでいってください。

して各クラブでもお話させていただきましたが、組

以上、会長挨拶とさせていただきます。

織を入会歴の浅いメンバーを中心に構成させていた
だきました。

・幹

事

報

告

・委員会報告
親睦委員会
・本日のニコニコ献金
伊東 良孝会員

入会記念祝として

長倉巨樹彦会員

入会記念祝として

みなさんこんにちは

・本日のプログラム

今年度、幹事を務めさせていただきます奈良清成で

「 各クラブ役員 表敬訪問 」 夜間移動例会

す。１年間よろしくお願い致します。
漆崎ガバナー補佐はじめ各クラブ会長、幹事様にお

担当 会長・幹事
◆第 7 分区ガバナー補佐 漆崎 隆君

かれましては大変お疲れのところ当クラブに訪問い
ただき誠にありがとうございます。
* 漆崎ガバナー補佐より寸志を頂戴しております。
* ７月のロータリーレート 111 円となっております。
* ベイロータリークラブ様より２０周年の記念誌
が届いております。
* 2016-2017 年度駒形ガバナー事務所閉鎖のお知ら
せ

皆様こんにちは。今年度第 7 分区ガバナー補佐を拝

ガバナー事務所よりロータリー韓日親善会議への

命いたしました釧路ベイロータリークラブの漆崎

参加のお願い

隆です。こちらは補佐幹事の渡辺雅樹君です。もう

北クラブ様、西クラブ様、東クラブ様、ベイクラ

一人副幹事として春日賢二君がいます。共々、どう

ブ様より７月例会プログラムのご案内をいただい

ぞよろしくお願いいたします。釧路南ロータリーク

ております。

ラブ様は創立 1982 年以来、36 周年を迎える歴史あ

わっとだよりが届いております

るクラブです。そうしてこの間先般は長江ガバナー

各資料につきましては回覧しておりますのでご一

補佐を出され分区内の仕事は勿論のことですが、地

読お願い致します。

区の行事にも積極的に参加され、ロータリアンとし
て様々な面で学ばせていただいているクラブです。

また葭本ガバナー地区事務所時代は常設事務所問

◆釧路ロータリークラブ 邵

龍珍会長

題の相談に乗って頂き誠にありがとうございまし
た。さて今年度のＲＩ会長イアンＨ.Ｓライズリー
会長は「ロータリー：変化をもたらす」をテーマに
掲げ、来年の「アースデイ」までにロータリアンの
数のつまり 120 万本の新しい植木を植えようと提唱
しています。そうして「この地球そのものを救う責
任がロータリーにはある」と言っています。
それに答えて、成瀨則之ガバナーは地区活動方針を

釧路 RC 第 81 代会長を仰せつかりました、
邵龍珍
（ソ

今こそ行動を！― クラブが元気になるために

ヨンジン）と申します。

地区が元気であるために
そして私たちの未来のために ―

隣は、幹事を務めます、後藤公貴君です。1 年間、
宜しくお願い致します。

とテーマを定め 6 つの地区活動目標を定めて共に実

始めに昨年 11 月、当クラブ創立８０周年の際、釧路

践・行動に移そうと力強く発表されました。これか

南ＲＣ様をはじめ第７分区内ロータリアンの皆様方

ら貴クラブの皆様にご協力をいただきながら共に

に多大なるご支援を賜りました事に、クラブを代表

活動をしていきたいと思います。

致しまして今一度深く、御礼を申し上げます。誠に

第 7 分区の事業としては 4 つの大きな事業がありま

有難うございました。

す。分区内 315 名と同じ数の植樹をする事業があり

さて、釧路南 RC 様と申しますと、やはり韓国 3590

ます。今準備中ですが、その節はご協力をよろしく

地区内セーチンジュ RC 様との国際友好クラブを長

お願い致します。尚、今年度のＩＭは、年明けて 2

年にわたり締結されている事に敬意を表しておりま

月 17 日（土）を予定しています。地区行事共々ど

す。私も通訳で少しお手伝いをさせて頂いています

うぞよろしくお願いいたします。

が、そういったきっかけを作って頂いた、高橋パス

釧路南ロータリークラブ様が、今年度上川原会長、

ト会長にこの場をお借りして感謝を申し上げます。

奈良幹事のもと実り多い年となりますようにご期

有難う御座いました。

待申し上げましてご挨拶と致します。

また、一番記憶に残っているのは、安藤会長年度に

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ

セーチンジュ RC から 30 名程のロータリアン、奥様

いました。

方が来釧され友好を育んだ事です。また「友好クラ
ブの再調印」を私の店舗で行い、その後 2 次会、3
次会と楽しい時間を共に過ごさせて頂きました。

今後も、ロータリーを通して「日韓友好」の架け橋

次年度に改めて 60 周年実行委員長、
アシスタントガ

の役割を担って頂ければ幸いです。

バナーが挨拶にお伺いしますのでどうぞよろしくお

さて、今年度私は『柔軟性を持った計画、行動、変

願いします。

化、その一歩を、次代のクラブの為に』と会長方針

私は今年度の会長方針を

を掲げさせて頂きました。また、数々の活動目標を

“クラブ創立
クラブ創立 60 年に向けて、クラブ会員全員が主

掲げておりますが、特には分区内ロータリアン皆様

役“とさせていただきました。

方との交流を深めてまいりたいという切なる思いが

クラブ会員は全員素晴らしい能力と個性をお持ちに

御座いますので、その際には皆様方のご協力、ご指

なっています。クラブにおいて脇役に回ることなく

導を賜れば有難く思います。

全員が主役となっていただき、クラブの行事・運営

結びになりますが、
釧路南ＲＣ様の益々の御発展と、

に積極的に参加していただくことで次の時代に向け

上川原会長様はじめ会員皆様の御健勝、ご多幸を心

たエネルギーとパワーを発生することが出来ると確

から御祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶とさせて頂

信しています。

きます。

これにより次の時代のクラブにとっての変化をもた

本日は、誠に有難うございました。

らすと考えています。
いずれにしましても今年度釧路南 RC 会長様をはじ
め会員の皆様の益々のご繁栄とご多幸を祈念しまし

◆釧路北ロータリークラブ 森山 義文会長

て簡単ではありますが北クラブ会長としての挨拶を
終わります、今年度一年間どうぞよろしくお願いし
ます、どうもありがとうございました。

◆釧路西ロータリークラブ 松田 正昭会長

今年度北 RC60 代会長の森山です、
こちらが幹事の鈴
木圭介君です。
一年間どうぞよろしくお願いします。
おかげさまで今年度は北クラブも私が 60 代目の会
長ということになりました。
次年度になりますが 60 周年記念式典が開催される
予定です、また次年度はアシスタントガバナーも北
クラブの担当ということで IM も開催予定です。

皆さん、こんにちは。 只今、ご紹介いただきま
した、今年度、釧路西ロータリークラブの会長を仰

せつかりました、松田 正昭と申します。 隣に控え
ているのが幹事の金田 剛君でございます。

ゆくものと考えております。
最後になりますが、上川原会長様、奈良幹事様の

ロータリアンとして未熟者ではございますが、今年

今後 1 年間のご活躍と、釧路南ロータリークラブ会

度 1 年間どうぞ宜しくお願い致します。

員皆様のご清栄ご健勝を祈念申し上げ、表敬訪問の

日頃より、釧路南ロータリークラブ様におかれま
しては、当西クラブに対しまして特段のご厚情を賜

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。

り心から感謝と御礼を申し上げます。
今週月曜日に行われました、当クラブの第一例会
の際には、貴クラブ様より上川原会長様、奈良幹事

◆釧路東ロータリークラブ 長谷川 渉会長

様に表敬を頂き、心からお礼申し上げます。
私、昨年度は、幹事として、貴クラブ様に表敬訪
問させていただいておりま
す。 また、前年度の第 7 分区会長幹事会では皆様
に大変お世話になりました。 バイタリティーに溢
れ、
そして歌が非常にお上手だった佐藤 了前会長が
任期途中で突如天上の人となられ、大きな驚きと無
念を感じた次第でございます。

今年度釧路東ロータリークラブ 46 代目の会長を務

長井会長代行様、前田直前幹事様には、そのご活躍

めます長谷川です。また隣におりますのは幹事の益

により無事年度を終えられました事、衷心よりご慰

子良弘君です。よろしくお願いいたします。私は

労申し上げます。

2006 年釧路東ロータリークラブに入会して今年は

さて、私ども西ロータリークラブは今年度会員数

11 年目になります。5 年程前、2012～13 年にクラブ

29 名からのスタートとなります。 上川原会長の掲

幹事を経験いたしました。当時釧路南ロータリーク

げられた指針と同様に、私どもの今年度の委員会構

ラブは森江会長・長井幹事でした。いろいろお世話

成も若手の登用を促進し、入会歴 3 年未満の会員 5

になりました。さて、今年度のＲＩテーマは『変化

名を各委員長及び副幹事に任命し、若手の底上げを

をもたらす』となっています。今年度の方針として

図っております。 実はこの金田幹事も会長エレク

考えていますのは、東クラブは設立後 45 年にわた

トでございまして来年にはこの場でご挨拶している

って先輩が培ってこられたクラブではありますが

はずです。 やはり、会員数 30 名内外の当クラブで

奉仕の方法や管理運営について「変化をもたらす」

は、入会歴の浅い会員においても責任あるポストに

視点で見直し、さらには 5 年、10 年後の個性的で魅

ついて頂き、クラブ内での年代別循環とロータリア

力あるクラブを描くことであります。そして、今年

ンのとしての成長、加えて退会防止にもつながって

度も地域奉仕活動や奨学金制度を継続するととも

に、クラブ活動を通して会員同士の親睦を深め、活

先日、前年度の最終夜間例会がありまして、１年間

力あるクラブ運営を図ってまいります。また、東ク

を振り返り、川村ガバナー補佐はじめ眞籠会長以下

ラブは今年度、分区事業の飲酒運転撲滅・交通事故

皆で改めてロータリアンの友情、きずな、そして普

防止キャンペーンパークゴルフ大会の担当クラブ

段行っている奉仕活動、親睦のすばらしさに気付か

となっております。来春の予定ですが近づきました

された話がたくさん出まして、本当に感動的な例会

らご案内いたしますので貴クラブからも大勢のご

になりました。

参加をお願いいたします。最後に、釧路南ロータリ

感謝の気持ちをもって、漆崎ガバナー補佐年度第７

ークラブが若さにあふれる上川原会長・奈良幹事の

分区８クラブの一員として地区そして分区の事業に

もと益々のご発展をお祈りいたします。今年一年よ

積極的に参加をして、クラブが元気、地区が元気で

ろしくお願いいたします。

あるように荻原幹事と頑張って参りたいと思います。
改めて、どうぞ１年間よろしくお願いいたします。

◆音別ロータリークラブ 工藤

勝会長
◆釧路ベイロータリークラブ 鈴木 敏夫会長

こんにちは、今年度音別ＲＣ会長を務めます工藤勝
です。そして幹事の荻原秀一君です。今年一年間、

こんにちは、本年度釧路ベイＲＣの会長を務めさ

どうぞおつきあいの程よろしくお願いいたします。

せて頂きます、鈴木敏夫です。隣におります、幹事

昨年度は、我が音別ＲＣから初めて第７分区ガバナ

の森圭一郎君です。どうぞよろしくお願い申し上げ

ー補佐川村君を出すことができました。会員１５名

ます。

の少人数のクラブからでありましたが、７分区各ク

先ず始めに釧路ベイＲＣの創立２０周年記念式典

ラブから絶大な協力と応援をいただき、又、ＩＭに

に多くのメンバーのご臨席を頂きました事を心より

つきましては白糠クラブと合同でホストを行うこと

御禮を申し上げます。共に過去２０年の間にお世話

が出来まして、何とか川村ガバナー補佐をささえる

になりました先輩を始め、皆さまに感謝の誠を捧げ

クラブとしての務めを果たせたかと感謝をしている

たく思います。

ところであります。

成人ロータリークラブとしての自覚を持ち、メン

バーのベイＲＣとしての資質の向上に向け、地域を

クラブとして釧路は北海道一古い、歴史と伝統があ

明るくし、楽しくするロータリーの精神を発揚して

るクラブです。そのクラブの会長として恥じぬよう、

まいりたいと思っております。先ず自分達の足元を

精一杯活動させて頂きます。会員数につきましては、

よく見て、身の丈にあった奉仕活動に精励してまい

今年度は１６名からのスタートとなりました。30 歳

りたいと思いますので、どうぞ皆様の御支援、御協

での卒業、急な転勤での退会などが重なるため、ク

力をお願い申し上げ、
表敬訪問の挨拶といたします。

ラブとして常に会員増強をしていかなければいけ
ないという、課題がございます。度重なるお願いで
はありますが、18 歳から 30 歳までのお知り合いの

◆釧路北ローターアクトクラブ 中島

裕会長

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、会長または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
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、
ひいては成長した会員が仕事に還元することによ
り、会社の発展。釧路の発展。まちへの発展と繋げ
ていきたいと思っておりますので、釧路南ロータリ

皆さまこんにちは。ただいまご紹介賜りました、今

ークラブの皆様にも、引き続き幣クラブへ、ご指導、

年度、釧路北 RAC 第 47 代会長を務めさせていただ

ご鞭撻いただきますよう、お願い申し上げます。最

きます、中島裕と申します。隣におりますのが、幹

後に、釧路南ロータリークラブ様、会員の皆様のま

事の斎藤慎也です。１年間どうぞ宜しくお願い致し

すますのご発展とご健勝を祈念いたしまして、表敬

ます。まず始めに、釧路南ロータリークラブの皆様

のご挨拶とさせていただきます。今年度１年間、よ

におかれましては、毎年の助成金をいただきまして、

ろしくお願い申し上げます。

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、
「陰徳陽報」としています。こ

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

れは、中国の古典に出てくる言葉となりますが、人

・次 回 のプログラム
のプログラ ム

知れず善いことを行う者には、必ず目に見えて善い

７月１４日（金）

ことが返ってくる、という意味です。会員一人一人

「 出航式・優秀出席者表彰 」夜間例会

が、心が磨かれ、ローターアクトの活動外でも自然

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 18:30～

と善い行いをするようになり、今後の人生を豊かに
していってほしいという想いから、このクラブテー
マを掲げました。そして、現存するローターアクト

担当：親睦活動委員会
・点

鐘

上川原会長

今週の会報担当：奈良清成会員

