
 

 

 

 

 第第第第 1111 回回回回        例例例例    会会会会    報報報報    告告告告        2018.7.62018.7.62018.7.62018.7.6        通算通算通算通算 1111730730730730 回回回回    
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亀岡会長・長井 SAA・上川原直前会長 

    

    

    

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          亀岡会長 

    

    

    

    

    

    

    

亀岡会長・工藤副会長・亀井幹事・菊地副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・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 澤山 理恵会員 

 

 

・・・・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    

RI2500地区第 7分区 

ガバナー補佐(釧路北ＲＣ)    小野寺 英夫君 

ガバナー補佐幹事（釧路北ＲＣ） 石井 東洋彦君 

ガバナー補佐幹事（釧路北ＲＣ） 篠原  恒也君 



釧路ロータリークラブ   会長  脇  弘幸君 

釧路ロータリークラブ   幹事  浅川 正紳君 

釧路北ロータリークラブ  会長 小林 裕幸君 

釧路北ロータリークラブ  幹事  大友 淳君 

白糠ロータリークラブ   会長 本城慶児郎君 

白糠ロータリークラブ   幹事  山田圭祐君 

釧路西ロータリークラブ  会長  金田 剛君 

釧路西ロータリークラブ  幹事  平 信二君 

釧路東ロータリークラブ 副会長  川上 登君 

釧路東ロータリークラブ  幹事  門垣智夫君 

音別ロータリークラブ    会長  伊東幸裕君 

音別ロータリークラブ   幹事  荻原秀一君 

釧路ベイロータリークラブ 会長  池田圭樹君 

釧路ベイロータリークラブ 幹事  髙橋将文君 

 

    

    

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

伊東 良孝会員  Ｓ60. 7. 1（33年目） 

    長倉巨樹彦会員  H16. 7. 1（14年目） 

 

 

 

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

みなさんこんにちは。釧路南ロータリークラブ今年

度第 1回目の会長挨拶をさせていただきます。本日

は小野寺ガバナー補佐をはじめ、ガバナー補佐幹事、

並びに各クラブ会長・幹事の皆様、ようこそ釧路南

ロータリークラブ今年度 1回例会へお越しいただき

心よりお礼を申し上げます。誠に有難うございます。

会長を受けてから新年度に入るまでの月日の流れは

とても早く感じましたが、今週 2日からの表敬訪問

が始まると緊張しているせいか、とても遅く感じま

す。 

2 日月曜日は釧路西ＲＣさん・3 日は釧路東ＲＣさ

ん・釧路ベイＲＣさん・4 日は釧路北ＲＣさん・5

日は釧路ＲＣさん・今後ですが、本日夜は白糠ＲＣ

さん・7 日夜は北ローターアクトクラブさん・9 日

は音別ＲＣさんです。週が変わり 13 日（金）は 7

分区釧路南ロータリークラブへの『ガバナー公式訪

問』となっていて緊張の連続ですが、各クラブさん

の新鮮な雰囲気や情報を楽しみに訪問させていただ

きたいと思います。 

さて、今年度私は当クラブ方針に『釧路南ＲＣ会員

はロータリーの目的を理解し、お互い協力し合い、

地域に奉仕に奉仕できる「心豊かな」人を目指しま

しょう』と掲げさせていただきました。南ＲＣは今

年度 37周年目を迎え、創立 40周年記念式典もカウ

ントダウンされました。先輩の皆さんが築いてきた

歴史は偉大なものであり、これからも次の時代に承

継されなければなりません。私たちは今一度、ＲＣ

の目的を理解しつつ、地域における自分達の立ち位

置や、奉仕に係るための条件とは何か原点回帰しな

ければなりません。自分たちの会社・企業がしっか

り成り立った上で前向きな変化を求める奉仕活動を

出来ることが大事だと考えています。共有する仲間

と地域奉仕活動を通じて、人間形成に努め「心豊か

な」人を目指すことがロータリーの役目だと思いま

す。この事を踏まえ、分区の交流を深めて参ります

のでその際には各クラブ会員皆様方のご指導、ご鞭

撻を宜しくお願い致します。 

結びになりますが、本日ご来訪いただきました第 7

分区、小野寺ガバナー補佐・石井ガバナー補佐幹事・

篠原ガバナー補佐幹事並びに各クラブ会長・幹事は

じめ、会員の皆様のご健勝、ご多幸を心からご祈念

申し上げ、表敬訪問と第 1回例会のお礼のご挨拶と

させていただきます。本日は誠に有難うございまし

た。 



・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

2018－19 年度 幹事を務めさせていただきます亀

井麻也です。本日、小野寺ガバナー補佐はじめ各ク

ラブの会長・幹事の皆様におかれましては 6回目と

なります表敬訪問、大変お疲れのところ当クラブへ

ご臨席くださいまして誠にありがとうございます。

亀岡会長のもと、円滑なクラブ運営、会員の皆様と

の連携を図り、例会を進めてまいりたいと考えてお

ります。一年間、宜しくお願いいたします。 

****    ＲＩ日本事務局より 7月のロータリーレートは 1

＄110円です。 

****    2017－18 年度ガバナー事務所よりガバナー事務

所閉鎖ならびに直前ガバナー事務所開設のお知

らせ。 

****    2018－19年度ガバナー事務所より「第 38回ライ

ラセミナー」参加者募集のご案内。 

****    厚岸ＲＣ様・根室ＲＣ様より 7月のプログラムお

よび会報。 

****    その他 映画「いただきます」釧路自主上映会と

講演会のご案内、「奇跡のリンゴ」木村秋則氏 釧

路講演会のご案内、わっとだよりが届いておりま

す。    

各資料は回覧しております。 

また、第 7分区、第 8分区各クラブ様より活動計画

書を頂戴しておりますのでレターケース上に配置さ

せていただいておりますのでお目通しください。 

 

 

・・・・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    

・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 

 

・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    

「「「「    ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問例会例会例会例会    」」」」        

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

◆小野寺ガバナー補佐◆小野寺ガバナー補佐◆小野寺ガバナー補佐◆小野寺ガバナー補佐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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            脇脇脇脇        弘幸会長弘幸会長弘幸会長弘幸会長    

 

 

 

 

 

 

 

皆様、改めまして、こんにちは。 

本年度、釧路ロータリークラブ第 82 代会長を仰せ

つかりました、脇でございます。本日の表敬訪問に

は、幹事を務めております、浅川正紳君と共に出席

をさせて頂きました。一年間、どうぞ宜しくお願い

致します。 

貴クラブの例会には何度か出席させて頂いており

ますが、表敬訪問させて頂くのは、今回が2回目と

なります。5 年前となる 2013-14 年度に当クラブ吉

田秀俊会長のもとクラブ幹事として出席をさせて

頂きました。その際には、皆様に温かく迎えて頂い

た記憶がございます。 

 



 

また、3 年前の 2015-16 年度に白幡ガバナー補佐の

もと補佐幹事を務めていた際には、例会に2度訪問

させて頂きました。会長は、長井会長で、幹事を務

めわれていたのが、今年度の亀岡会長でした。その

年度、お二人には、大変お世話になりました。そし

て昨日は、あいにくの天候の中、当クラブの第一例

会に亀岡会長と亀井幹事に表敬訪問いただき、温か

い励ましのご挨拶を頂きました。この場をお借りし

て、改めてお礼申し上げます。大変有り難うござい

ました。 

さて、今年度釧路ロータリークラブ会長として、「今

日を見つめて明日へ向かう次代へのインスピレー

ションを求めて」というスローガンを掲げさせて頂

きました。これは、今一度クラブの足元を見つめ直

し、組織の強化を図ろう、そして目前に迫った、当

クラブの吉田潤司ガバナー年度へ向け支援体制を

構築し、全会員で向かっていこう、さらに、これか

らのクラブ創立 90 年、そして 100 年へと確かな歩

みを進めよう。そんな思いを持って、活動を進めた

いと考え掲げさせて頂きました。そして、2019年 4

月には吉田ガバナーエレクトの下、ホストクラブと

してPETS・地区研修・協議会の運営を担っていかな

ければなりません。この事業を成功に導き、ガバナ

ー年度に向け弾みをつけたいと考えています。 

貴クラブの皆様には、色々とお世話になることもあ

ろうかと思いますが、皆様のご指導、ご協力をお願

い申し上げます。 

結びになりますが、貴クラブの益々のご発展と亀岡

会長、亀井幹事はじめ会員皆様のご健勝とご多幸を

心よりご祈念申し上げ、表敬訪問のご接拶とさせて

頂きます。本日は、識に有難うございました。 

 

 

 

◆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    小林小林小林小林    裕幸会長裕幸会長裕幸会長裕幸会長    

 

 

 

 

 

 

 

今年度、釧路北ロータリークラブ第 61 代会長を務

めます小林裕幸です。隣におりますのが、幹事の職

を快く引き受けていただきました、大友淳君です。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

釧路北ロータリークラブは本年 8 月 25 日に、クラ

ブ創立 60 周年を迎えます。これを鑑み、今年度の

テーマを「Fateful meeting」～出会いを重ねて～

と掲げさせていただきました。Fateful→運命的な 

meetinng→出会いという意味合いです。創立時、そ

して現在に至るまで、たくさんの人たちとの運命的

な出会い重ねて現在の釧路北ロータリークラブが

あります。親睦と友情を深め数々の奉仕事業に取り

組んできた釧路北ロータリークラブがこれからも、

より多くの出会いを重ねて、さらなる飛躍ができる

ロータリークラブとなるようこのテーマとさせて、

いただきました。 

60 周年につきましては、8 月 25 日に記念式典・祝

賀会を開催させていただきます。釧路南ロータリー

クラブの皆様には、全員登録を了承いただきました

事に、この場をかりて御礼申し上げます。 

また、記念事業につきましては、 10 月 4 日、郷ひ

ろみさんをお招きしての講演会を開催させていた

だきます。多くのロータリアンの皆様にご参加いた

だければと思います。 

 



また、本年度は、当クラブより、小野寺ガバナー補

佐を輩出させていただきました。釧路南ロータリー

クラブの会員の皆様には大変お世話になります。当

クラブとしては、会員全員でサポートしていく所存

です、どうぞよろ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の皆様の活動

が、亀岡会長・亀井幹事のもと、素晴らしい一年に

なる事をご祈念して、表敬のご挨拶とさせていただ

きます。 

 

 

◆白糠ロータリークラブ◆白糠ロータリークラブ◆白糠ロータリークラブ◆白糠ロータリークラブ        本城本城本城本城    慶児郎会長慶児郎会長慶児郎会長慶児郎会長    

 

 

 

 

 

 

 

今年度 白糠 RC会長を務めさせていただきます本城

慶児郎と申します、そしてこちらが幹事としてサポ

ートしてもらいます山田圭祐 会員です、ロータリ

ー歴 7 年目の私と 25 年目で会長経験者でもある山

田幹事でございますので、立ち位置が逆な感じでは

ございますが1年間宜しくお願いいたします。 

はじめに昨年度、分区事業におきまして白糠町庶路

学園へたくさんの桜の苗木を植樹していただきま

したこと厚く御礼申し上げます。 

南クラブ様への表敬訪問は例会日が白糠と同じと

いう事もあり例年出席できず、我がクラブとしまし

ては大変申し訳ない思いではございましたが、今年

度は白糠が夜間例会となっておりますのでご訪問

させていただくことができました。 

今後も例会日程を調整し出来るだけご訪問させて

いただきますので宜しくお願いいたします。 

白糠ロータリーは今年度9名からのスタートとなり

ます、ほぼ全員が会長経験者ですので少数精鋭とい

えば聞こえは良いですが、3～4年に 1度のペースで

会長か幹事かと言う選択をしなければなりません

ので、さすがに危機感を感じるところでもございま

す。過去には 40 数名在籍していたと聞いておりま

す、今年度も会員増強、退会防止に励みながらロー

タリーをロータリーの奉仕を地域の方々に知って

もらうこと、理解してもらうこと、共感してもらう

ことが白糠ロータリークラブの未来につながるこ

とだと信じて1年間、会員一丸となって活動してい

く所存でございます。 

最後になりますが、今年度 亀岡会長、亀井幹事の

ご活躍により、釧路南ロータリークラブ様の益々の

ご繁栄を祈念いたしまして、私の表敬訪問の挨拶と

させていただきます。1 年間どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

◆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        金田金田金田金田    剛会長剛会長剛会長剛会長    

 

 

 

 

 

 

 

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、金田剛と申します。 隣におります

のが幹事の平信二君でございます。 

今年度1年間どうぞ宜しくお願い致します。 



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り

心から感謝と御礼を申し上げます。 

私は、昨年度は、幹事として、表敬訪問させていた

だいております。最近の西クラブは、会長から幹事

という流れが定着しちゃっていまして、大丈夫なの 

かなと、思っております。平幹事も来年は会長です

ので、挨拶していると思いますし、50周年の会長と

なりますので、今年度、来年度もどうそよろしくお

願いいたします。 

西クラブは、会員数 29 名からのスター卜となりま

す、会長方針として「シンプルに楽しもう、笑顔あ

ふれるロータリー」というテーマにいたしました。

私をふくめ、若い会員も多いので、先輩会員との親

睦活動をさらに活発にし、会員相互が尊敬しあい、

語らい楽しみ、笑顔あふれるクラブ運営と奉仕活動

を目指し、ロータリーは楽しいんだという認識を広

め、会員増強に取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

最後になりますが、亀岡会長様、亀井幹事様の今後

1 年間のご活躍と、釧路南ロータリークラブ会員皆

様のご清栄ご健勝を祈念申し上げ、表敬訪問の挨拶 

とさせていただきます。 今年度 1 年間宣しくお願

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        川上川上川上川上    登登登登副会長副会長副会長副会長    

 

 

 

 

 

 

 

只今、ご紹介いただきました。今年度釧路東ロータ

リークラブ会長を務めます佐々木勉、代理の川上で

ございます。隣が幹事の門垣智夫君です。1 年間ど

うぞよろしくお願いいたします。私が南クラブ様に

訪問するのは4年前の会長職の時に、本年度会長の

佐々木勉と一緒に表敬訪問をさせて頂きました。 

その節は色々とありがとうございました。本年度、

釧路東ロータリークラブは 33 名からのスタートと

なります。佐々木会長も「細川ガバナーの地区活動

目標に沿いながらしっかりと活動していく所存で

す」と言っておりました事をお伝えいたします。1

年間どうぞよろしくお願いいたします。最後になり

ますが亀岡会長、亀井幹事のご活躍と、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、

表敬訪問の会長代理のご挨拶とさせていただきま

す。有難うございます。 

 

 

◆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                伊東伊東伊東伊東    幸裕会長幸裕会長幸裕会長幸裕会長    

 

 

 

 

 

 

 

音別ロータリークラブ第 40 代目の会長職を仰せつ

かりました。2015-2016 年度以来 3 年ぶり 2 回目の

重責になります。 

これまでの経験と人脈を活かし音別クラブの親睦

と奉仕の理想に努めていきたいと思います。 

同行の荻原幹事も2年目の幹事になります。今年度

も細やかでスムーズな運営を行って音別ロータリ

ークラブを盛り上げてくれると思います。 



「インスピレーションになろう」のＲＩテーマから

勇気と希望、そして創造性をもって正面から立ち向

かい、クラブ、地域社会、そして組織全体に行動力

を繋げていくことを目標とします。 

 

 

 

 

◆◆◆◆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        池田池田池田池田    圭樹圭樹圭樹圭樹会長会長会長会長    

 

 

 

 

 

 

 

釧路南ＲＣのみなさまこんにちは。今年度釧路ベイ

ロータリークラブの会長をおおせつかりました池

田圭樹です。隣に控えておりますのは幹事の髙橋将

文君です。この一年間何かとお世話になります。ど

うぞ宜しくお願い致します。釧路南ロータリークラ

ブ様には、日ごろから何かとご支援いただきまして、

誠にありがとうございます。釧路ベイロータリーク

ラブを代表致しましてお礼申し上げます。 

前年度ベイクラブは漆崎ガバナー補佐を輩出させ

ていただき、釧路南ロータリークラブ様には大変お

世話になりました。ご支援とご協力を賜りましたこ

とに、この場をお借りしまして、改めて感謝申し上

げます。ありがとうございました。私はロータリー

に入会して 12 年目になります。釧路ベイロータリ

ークラブの中で一番の若手になり、今年で 43 歳で

す。まだまだ未熟者ではありますが、クラブの先輩

の教えで、（行儀よくド派手に）と言い聞かされて

おりますので、今年度クラブの例会内容を工夫し、

継続事業や奉仕活動など、メリハリのあるクラブ作

り運営していきたいと思っております。 

今年度釧路ベイロータリークラブは、21名会員数で

スタートさせていただきます。会長方針（浩然の気

を養おう）を方針といたしました。物事にとらわれ

ない、のびのびとしたおおらかな気持ちで、一年間

頑張りたいと思います。第7分区小野寺ガバナー補

佐様の下に活動していきたいと思っております。最

後になりますが、亀岡会長様 亀井幹事様のご活躍

と釧路南ロータリークラブ会員の皆様のご健勝と

益々のご発展を祈念申し上げまして表敬のご挨拶

とさせていただきます。よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南 集合写真 

 

 

 

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

・・・・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１３日（金） 

「 ガバナー公式訪問例会 」 

会場 アクア・ベール12:30～ 

 担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        亀岡会長 

今週の会報担当：石井昌宏会員 


