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村井順一実行委員長
釧路北ロータリークラブ 小林裕幸会長エレクト

釧路北ロータリークラブ 60 周年式典開催のお願い。
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長江
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勉会員

Ｓ26. 6. 1（67 歳）
髙野山ロータリークラブ バナー2 月 25 日来訪
尾上会員より

・会
長江

長

挨

拶

勉会員

こんにちは。会長挨拶をさせていただきます。先週
は、白糠町立庶路学園での植樹を例会対応とさせて
いただいた事もある事で、久しぶりに皆さんに会う
前回移動例会で渡せなかった 菊池祐司会員誕生祝

ような感じがしています。今回の植樹は、第 7 分区
の事業でもあったことで、分区メンバーの人数分の
エゾヤマ桜を植樹させて頂きました。ある程度の大
きさに育ってから、校舎までのロードサイドに植え
替えるとのことです。あの桜が育ち、満開になった
ときは皆さんと花見をしたいと考えておりますので、
その時は宜しくお願いします！
また、来週は、清掃例会で移動例会となっておりま
すので数多くの皆さんのご出席をお願いします。以
上、会長挨拶をさせていただきます。

ポールハリスフェロー授与 奈良幹事

・幹

事

報

告

「クラブ創立記念例会」本日のプログラムについて、
何の音沙汰もない私に奈良幹事の予測は大当たり
したと思われます。月曜日に担当例会であることを
お知らせくださり、ありがとうございました。慌て
て会報を遡って調べ、歴代会長に講話を頂いている
ことを確認。そして公演以来のお電話をさせていた
だきましたのが水曜日・・・二日前でした。本日の
講師は、2014-15 年度会長を務められました長江勉
さんです。半ば強引にお願いしたのも関わらず快諾
してくださいましたこと、この場をお借りしてお礼

* ガバナー月信、ロータリーの友が届いております。

申し上げます。さて当クラブは昭和 57 年 6 月 23 日

* 6 月ロータリーレートは 110 円となっております。

に釧路町ロータリークラブとして発足し、3 年後の

* 釧路北、西、東、ベイ、浜中ＲＣより 6 月プログ

昭和 60 年にクラブ名称が現在の釧路南に変更にな

ラムが届いております。

り、創立 36 年を迎えようとしています。

* 釧路孝仁会記念病院よりＰＥＴを含む健康診断
について資料をいただいております。
* 釧路北ロータリークラブ様より創立 60 周年記念
式典・祝賀会の案内が届いております。

・委員会報告

これまでは会員数が 40 名を超えている時代もあり、
同じ活動をするにも数々のご苦労や思い出など、貴
重なお話をお聞かせ頂きたいと思います。それでは、
宜しくお願い致します。

◆クラブ
クラブ創立記念例会
クラブ創立記念例会 2004～
2004～2005 年長江会長

親睦委員会
・本日のニコニコ献金
安藤 整治会員

入会記念祝として

宮崎 結華会員

入会記念祝として

長江

誕生祝として

勉会員

・本日のプログラム
「 クラブ創立記念例会
クラブ創立記念例会 」 夜間例会
夜間例会
担当 クラブ運営委員会
クラブ運営委員会
◆亀井クラブ運営委員長
亀井クラブ運営委員長

本日は、クラブ創立記念例会ですので、本題に入る
前にまずは、釧路南ロータリークラブの生い立ちで
すが、釧路南ロータリークラブは 1982 年（昭和 57
年）6 月 30 日に釧路町ロータリークラブとして、国
際ロータリーに加盟承認され、設立されました。同
年 9 月 5 日釧路東映ホテル（浦見町）にて認証伝達
式を行っております。スポンサークラブは釧路ロー
タリークラブです。特別代表に釧路ロータリークラ
ブ山下義則氏（山下書店代表）でした。初代の釧路
町仮ロータリークラブ会長に木内木材工業（株）の
木内周治氏、幹事は釧建商事の佐々木正敏氏です。

60 番目で 9 番目のクラブ

を創ろうと言う話が出て、よしすぐ取り掛かろうと
拡大補佐 川口 雄

言う事に衆議一決、翌 3 月 15 日、堂垣内副昆布森

釧路町ＲＣは第 250 地区で 60 番目のクラブとして

漁協組合長小西久年氏を訪問、新クラブ設立のため

誕生し、釧路ＲＣがスポンサーとなって創立したク

の協力を要請。後日、釧路町役場に松浦助役を訪問

ラブでは 9 番目に当たります。

し、協力要請を行う。また、釧路町商工会や釧路商

釧路町ＲＣが 9 番目のクラブとして創立されるまで

工信用組合桂木支店を訪問し、新クラブ設立のため

の 8 つのクラブの創立の順序とクラブ結成のためご

の協力要請を行う。どんどん油が乗って、釧路町商

苦労された特別代表は

工会名簿を手に、村上敬、高間と私の 3 名で連日釧

1. 昭和 32 年 弟子屈ＲＣ 両角 克治君

路町に乗り込み、個別訪問を重ねる。その結果 5 月

2. 昭和 33 年 釧路北ＲＣ 嵯峨 旻君

25 日ようやく第一回目の懇談会をもつ事が出来た。

※釧路北ＲＣがスポンサーとなって

釧路町から 8 名の方々と清水ガバナー、地区役員、

昭和 43 年 浜中ＲＣ

釧路ＲＣ、鈴木会長、吉井幹事、川口会員等が出席、

昭和 45 年 釧路西ＲＣ

川口雄会員からロータリーの概要について説明が

3. 昭和 33 年 中標津ＲＣ 嵯峨 旻君

行われました。5 月 26 日釧路町に新クラブ結成のた

4. 昭和 34 年 根室ＲＣ 嵯峨 旻君

めの特別代表に私、山下義則、拡大補佐に川口雄君

※根室ＲＣがスポンサーとなって

が清水ガバナーから委嘱されました。翌 27 日、新

昭和 48 年 根室西ＲＣ

クラブ結成を強力に支援するために、鈴木会長は拡

昭和 52 年 別海ＲＣ

大委員会を設置し、委員長に梁瀬誠也君、委員に白

5. 昭和 35 年 白糠ＲＣ 嵯峨 旻君

崎、富山、掛田、後藤の各君を任命。6 月 6 日、清

※白糠ＲＣがスポンサーとなって

水ガバナーが国際大会出席のため、釧路を出発する

昭和 52 年 音別ＲＣ

のにあわせて、地区事務所一丸となって、釧路町Ｒ

6. 昭和 36 年 厚岸ＲＣ 村上 裕二君

Ｃ創立のための一切の事業を昼夜兼行で仕上げ、

7. 昭和 46 年 釧路東ＲＣ 北村 藤兵衛君

Ｒ・Ｉ本部に清水ガバナーが直接提出していただく

8. 昭和 56 年 阿寒湖ＲＣ 森口 二郎君

ことになり、地区事務所の若杉章子さんが、夜遅く

9. 昭和 57 年 釧路町ＲＣ 山下 義則君

まで頑張ってくれたことが忘れられません。清水ガ

以上の通りで現在、釧路・根室管内の第 7・第 8 分

バナーが帰釧された夜に第二回懇談会を開催、創立

区には 15 の親子、兄弟クラブがあります。釧路町

会員名簿の確認、クラブ名称、例会日、例会場、創

ＲＣは新クラブ結成の気運が出てから極短期間の

立総会の日時、場所等を決定し、最終打ち合わせを

うちに創立し、そしてＲＩに承認されましたが、そ

6 月 21 日、釧路町コミュニティセンターで行い、6

れは新クラブ結成のため、奔走された山下特別代表、

月 25 日に、釧路町仮ロータリークラブの創立総会

村上（敬）
、高間両委員の、並々ならぬ努力の賜で

を釧路町コミュニティセンターを会場に、特別代表

あり、この 3 人の熱意が新クラブを生み出したと言

の私の点鐘ではじまり、清水ガバナー、新保分区代

っても過言ではありません。

理、坂本一次期分区代理、鈴木ホストクラブ会長他
が出席、盛大に開催されました。引き続き、清水ガ

釧路町ロータリー創立の想い出
釧路町ＲＣ特別代表 山下義則

バナーによる公式訪問が行われました。国際ロータ
リー加盟認証伝達式は、9 月 5 日東映ホテルを会場

釧路町にロータリークラブ設立の話は、2 年くらい

に、田巻寅三ガバナー、清水直前ガバナー、両角、

前から、炉辺会合等を出て居りましたが具体的な話

松井、近藤各パストガバナー、大原ガバナーノミニ

は、1982 年 3 月 14 日の次年度会長、幹事研修会を

ーをはじめ、釧路町高橋睦町長ほか多数の来賓をお

終えての慰労会の席上、誰からともなく、新クラブ

迎えし、地区内外のロータリアンが出席して開催さ

れましたが特別代表の私が体調を崩し療養中のた

副会長には、衛星交通㈱斎藤保夫社長、幹事には、

め出席することが出来ず高間務会員に代行してい

釧路東ＲＣに席を置いたことのある、釧建商事の

ただき誠に不徳のいたすところでありご迷惑をお

佐々木正敏社長、副幹事には、釧路北ＲＣに長く在

掛けいたしました。村上敬、高間務両君には 1979

籍した若きホープ小林鉄工の小林照昌社長がそれ

～80 年度の副会長、幹事として、お世話になり、そ

ぞれ就任した。新生ロータリークラブであるがロー

の後、阿寒湖ＲＣ設立、今回の釧路町ＲＣ創立と伴

タリー歴を有する方が会長以下 4 名居るのが何と言

に行動して参りました。釧路町ＲＣ木内会長、斎藤

っても心強い限りである。以下チャーターメンバー

副会長、佐々木幹事をはじめチャーターメンバーの

26 名を記しておく。

方々には種々ご迷惑をお掛けしましたが、「皆んな

葛西 紀逸 ㈱かさい

で築こう住みよい釧路町」を合言葉に郷土釧路町と

工藤 虎三 工藤牧場

クラブ発展のために今後とも、一層のご努力を祈念

河野 啓介 昆布森漁協 参事

致して居ります。

河野 好昭 ㈱河野米穀店
佐々木 正敏 釧建商事

実働 30 日余で創立総会

斎藤 保夫 衛星交通㈱

5 月 25 日に、第一回目の会合を持ってから、山下特

辻村 豊 辻村鉄工

別代表を中心に、釧路ＲＣの総力を集結して、釧路

松並 正幸 松並建材店

町の方々と接触し、昼夜の別なく、ロータリークラ

若原 和弘 ㈲北日産業社

ブ創立のために行動し、多少の無理難題に遭遇しな

渡辺 慶三 渡辺製作所

がらも、目的達成のために動くことによってようや

佐々木 秀雄 釧路建設㈱

く実現したのである。

浜口 龍司 公害防止技術センター

山下特別代表が人選した、拡大委員会のメンバーは、

小野 温 臨床検査センター

まったく戦力として申し分のない方々であった。川

中山 勝範 釧路厚生社

口雄君は拡大補佐として、寸分の隙もなく特別代表

木内 周治 木内木材工業

をカバーし、拡大委員になられた方々は、それぞれ

小林 照昌 小林鉄工所

の職業を通じて、新クラブのメンバーの人選に活躍

平

されたのである。我が釧路ＲＣは、目標を定められ

長谷部 光治 丸二サッシ工業

れば、どんなことにでも取り組む力を温存している

熊谷 武雄 ふじ理髪店

のである。先年の地区年次大会のホストクラブとし

森 精造 森漁業部

ての場合、又、阿寒湖ＲＣ創立の際にしてもしかり

太田 一男 太釧運輸

である。これがクラブの歴史と言うものであろうか。

辻 忠人

勲 釧路商工信用組合桂木支店

甚野 是 甚野建設

釧路町仮ロータリークラブ会長に木内氏。

小野 一明 小野鉄工場

釧路町仮ＲＣの会長に木内木材工業㈱の木内周治

竹内 寿 竹内電気

氏が就任。木内会長は、スポンサークラブ釧路ＲＣ
の会員であり、ロータリー歴 22 年のれっきとした

一週間の釧路町仮ロータリークラブ

シニアアクティブ会員である。木内会長は職種の関

創立総会は 6 月 23 日 12 時 30 分から、釧路町コ

係で釧路町に本社工場を数年前に移転され、同町商

ミュニティエンターを会場に清水ガバナー、新保英

工会長などを勤められたこともあり、同町のアクテ

二第 7 分区代理、坂本一次期第 7 分区代理を迎えて

ィブな町民でもある。山下特別代表の熱意に答え、

開催され、正式に釧路町仮ロータリークラブの創立

その任に就くことになったのである。

を山下義則特別代表が宣言し、ここに誕生したので

ある。引続いて、清水幸彦ガバナーの公式訪問が行

5・2

釧路町商工会に協力要請。

われたのである。丁度 1 週間後の 6 月 30 日、国際

5・2

釧路町商工会会員名簿を片手に山

ロータリーが、釧路町仮ロータリークラブの国際ロ

下、村上、高間、連日釧路町に出向

ータリー加盟を認証したむね、国際ロータリー日本

き個別訪問を続ける。

支局から報告されたのである。1981～82 年度ＲＩ，

5・25

第一回懇談会 東映ホテル

スタンレーＥ・マキヤフリー会長の年度の最終の加

釧路町側 8 名、清水Ｇ、地区役員、

盟認証であり、創立総会から加盟認証までたった 1

釧路ＲＣ鈴木会長、吉井幹事他。

週間と言うのもおそらく、はじめてのケースであろ

5・26

釧路町に創る新クラブ結成の為の特

う。仮ロータリークラブと言う名称が 1 週間しか使

別代表に山下義則君、拡大補佐に川

わないクラブは、釧路町ロータリークラブしかない

口雄君を委嘱。

のではなかろうか。

1982・5・27

拡大委員長に梁瀬誠也君、委員に白
崎、富山、掛田、後藤の各氏を任命。

6・6

清水Ｇ、国際大会出席のため出発。

加盟認証状 伝達式

釧路町ＲＣ創立のための一切の事

1982 年 9 月 5 日、秋晴れの釧路市で、釧路東映ホテ

を作成し清水Ｇが国際大会の折に

ルを式典会場に午後 2 時から行われた。田巻寅三ガ

提出。

バナー、清水幸彦直前ガバナー、地区役員、高橋睦

6・14

第二回懇談会

釧路町長はじめ多くの来賓を迎えて厳しゅくに式

クラブ名称、例会日、創立総会の日

典がはじめられた。認証状伝達式の主役である、山

程を改定、清水Ｇ帰釧、同会に出席。

下義則特別代表が創立総会前後のハードスケジュ

6・21

創立総会のための最終打ち合わせ会

ールのため？体調をくずし入院するはめになり、当

釧路町コミュニティセンターでチ

日は、数日前に退院したものの自宅療養の日々を送

ャーターメンバーとなる。会員と山

って居り、当日は出席不能と言う事になってしまっ

下、川口、村上、高間、鶴島、福田

たのである。当日、点鐘だけでもしていただきたい

が出席。

と言う多くのメンバーの希望も実現出来ず、特別代

6・23

創立総会 於釧路町コミュニティセ

表代行として高間務が点鐘、特別代表挨拶をつとめ

ンター0 時 30 分から清水Ｇ、新保分

ると言う異例のチャーターナイトとなった。

区代理等出席。
9・4

チャーターナイトの為の準備会
東映ホテル

釧路町ロータリーのあゆみ

9・5

1982・3・14 “釧路町にロータリーの灯を”の発

国際ロータリー加盟認証状伝達式
東映ホテル

議、次年度会長・幹事研修会、慰労
3・15

会の席上。

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

常垣内副会長、山下、村上敬、高間

・次 回 のプログラム
のプログラ ム

の 4 名で釧路町宮崎畜産㈱社長、宮

６月８日（金）

崎正雄氏、昆布森漁協小西久年組合

「 春の清掃例会 」移動例会
会場 詳細はおってご案内致します

長を訪ね、新クラブ設立のための協

担当：広報メディア委員会

力要請を行う。
4・18

釧路町役場に松浦助役を訪ね新ク
ラブ設立のための協力要請を行う。

・点

鐘

上川原会長

今週の会報担当：木内治彦会員

