
 

 

 

 

 第第第第 36363636 回回回回        例例例例    会会会会    報報報報    告告告告        2019.4.122019.4.122019.4.122019.4.12        通算通算通算通算 1111765765765765 回回回回    

    

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          亀岡会長 

 

・・・・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    

「我等の生業」 

    

    

    

    

    

    

    

 

ソングリーダー 長江 孝文会員 

 

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    長倉 巨樹彦会員  Ｓ36. 4. 15（58歳） 

 

 

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    長江 孝文会員  H23. 4. 17 （8年目）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様 こんにちは。  

今日の家庭集会報告例会に関して、私はA班,B班共

に仕事の都合上、残念ながら参加出来ませんでした。

申し訳ありません。釧路の朝晩は風が冷たく肌寒い

日が続いていますが、あと半月ほどたてば春の雰囲

気が強くなると思いますのでもう少し我慢しましょ

う。今週から新入学の児童・生徒が一斉に入学式等

を終え、歩道を歩く姿や横断歩道を手を挙げて元気

よく学校に行く姿が目に飛び込みます。私たちも子

供や高 齢者を交通事故から守るため、子供と高齢者

の安全な運行の確保と高齢運転者 の交通事故防

止・自転車の安全利用の推進・全ての座席のシート

ベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底・交

差点でのスピードダウンなど法令順守の徹底を言い

聞かせ・呼び聞かせを行いたいと思います。  

昨日も釧路市役所の職員が飲酒運転で単独物損事故

を起こし、市民の通報により警察検挙されました。

ロータリー7分区も飲酒運転撲滅運動を年間通して 

展開しておりますので、皆様も何かとお酒を飲む機

会が多いと思いますが、飲んだら乗るな、乗るなら



飲むな、の徹底を宜しくお願いいたします。  

以上本年度第36回例会の会長挨拶とさせて頂きま

す。ありがとうございました。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    代理代理代理代理    早津副幹事早津副幹事早津副幹事早津副幹事    

 

 

 

 

 

 

 

 

食事につきまして、例会の出欠確認に基づいて人数

分を予約しています。これは、今年度より例会場が

変更になりクラブ運営上、不必要な経費を削減する

ために行っております。そこで毎月、幹事が人数を

確定し水曜日に会場に連絡をしておりますが、例会

直前に出席が可能となった場合でも食事の追加は対

応可能となっておりますのでご安心ください。 

今後ともクラブ運営にご理解とご協力の程、お願い

申し上げます。 

・当日の追加は、レストランメニューで対応します。 

※出欠の変更は、幹事又は副幹事までご連絡下さい。    

    

 

・・・・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 

 長倉 巨樹彦会員  誕生祝として 

 長江  孝文会員  結婚祝として 

           結婚８年目を迎えました 

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

「「「「    家庭集会報告家庭集会報告家庭集会報告家庭集会報告    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    クラブ運営クラブ運営クラブ運営クラブ運営委員会委員会委員会委員会    

◆木内クラブ運営委員長◆木内クラブ運営委員長◆木内クラブ運営委員長◆木内クラブ運営委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、最後の家庭集会が、A,B グループの２班に

て開催されました。 

A グループは 4 月 5 日（金）に「焼肉つるみ」で、

わたくし木内が座長でクラブについて etc･･･普段

言えないことをテーマで行いましたが、焼肉を食べ

ながら話をするのは無理があり、発表者にはご苦労

をおかけしました。また、B グループの座長はクラ

ブ運営副委員長の上川原さんにお願いし、4 月 9 日

(火)にパラダイスカフェで行いました。各発表者に

はこれより順次お願い致します。 

 

 

◆Ａグループ◆Ａグループ◆Ａグループ◆Ａグループ    報告者報告者報告者報告者    佐藤会員佐藤会員佐藤会員佐藤会員    

 

 

 

 

 

 

 

 



日付 ４月５日（金曜日） 

時間 １９：００～ 

場所 焼肉つるみ 

 

参加者（１３名） 

木内委員長／工藤副会長／寺口副幹事／早津副幹

事／和田会員／森江会員／長江勉会員／佐野会員

／長倉会員／前田会員／亀井幹事／長江孝文会員

／佐藤会員 

 

テーマ：クラブについて etc・・・何でもＯＫ 普

段言えないこともＯＫ！！ 

 

1. 出欠確認後、欠席で出した日が当日急遽出席可

能になった場合、食事の関係で出席しづらいの

ではないか？ 

2. プロジェクターを南ロータリークラブで購入

したい。 今現在必要な時、福井委員長から借

りているため 

3. 地区協議会が４月に行われるが例年より遅く、

６月１４日になっている次年度活動計画発表

をＧＷ明けにしたい 

4. ソングリーダーの練習を行った方が良い 

5. 毎週例会のプログラム内容が解りづらい 

6. ゲームなどでニコニコ献金を増やす 

7. ロータリー財団米山財団とは？との質問があ

り長倉委員長より説明がありました 

8. 家庭集会は焼肉屋で行ったら焼肉焼くのに集

中して、家庭集会の場所としては合わない 

9. 例会でロータリークラブの歴史などを勉強す

る機会が欲しい 

10. ニコニコ献金のタイミングが解りづらい 

  いくら献金したら良いのか解らない 

11. ロータリークラブは若い会員が楽しんで参加

している事が嬉しい 

12. 記念品はボールペン以外が良い 

  あるいは記念品は要らないと思う 

 

                   以 上 

 

◆Ｂクループ◆Ｂクループ◆Ｂクループ◆Ｂクループ    報告者報告者報告者報告者    佐久間佐久間佐久間佐久間会員会員会員会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは家庭集会Ｂグループの発表をさせていた

だきます。 

日時は４月９日 火曜日 １８：３０より  

ぱらだいすカフェ様で上川原座長の元 福井会員 

長井会員 菊地会員 佐久間会員の計５名で家庭

集会を開催いたしました。 

 

今回のテーマはフリーだったのですが参加メンバ

ーの中からプログラムについての意見が出ました

ので例会プログラムに重点をおいて意見交換をさ

せていただきました。 

特に親睦・会員拡大を含めたプログラムづくりとい

う事で考え合い、いろいろな意見が出ましたので発

表させていただきます。 

 

① ゲストの講話の回数を増やしたい！ という意

見の中でさまざまな意見がでました！ 



★ ロータリアンでないゲストの講話を活発に

やり、そのゲストに南ロータリーの良さを

見ていただきその中で会員誘致を行い、そ

して会員拡大につなげる。 

★ 交流の少ない医者や新聞記者！ 他の団体

の人にゲスト講話に誘い普段聞けない話な

どを聞きながら親睦につなげていきたい。 

★ もっと合同例会の回数を増やし、いろいろ

なロータリーとの交流を増やしていく。 

★ 合同例会もたとえば、合同スポーツ例会と

か合同花見例会など普段とちがった例会を

やり親睦を深めていきたい。 

★ 夜間の移動例会などをして、より多くの人

との交流・親睦を増やしたい。 

などなど少人数ながら、さまざまな意見が

出ました。 

 

② 例会プログラムについては 

★ 昔行っていた例会などを今風にアレンジし

て行いたい！ たとえば、和田会員の所の

番屋での移動例会など！ 

★ わくわくする様なプログラム作りを行い、

さらに出席率を上げる工夫をメンバーのみ

んなとで考えていく。 

★ 年間プログラムの作成も会員メンバー全員

で考えてマンネリ化しないプログラム作り

を行う。 

★ 卓話なども１人・２人ではなく３人・４人

など多人数での卓話を回して行い、全員参

加型の様な卓話作りをやってみたい。 

★ 逆に記者会見の様な質問形式の卓話をやる

のも面白いのではないかと！ 

 

③ その他では 

★ 組織継承をスムーズに出来るような組織づ

くりを進めていきたい！たとえば次々年度

の幹事も会長エレクトの様な幹事エレクト

として早めの選出を出来るような環境づく

り。 

★ 例会での会食を、もう少しあたたかい食事

にしてほしい！せめてご飯・みそ汁だけで

もと言う様な意見も出てきました。 

 

今回のＢグループは欠席者も出てしまい少人数に

なってしまいましたが、より多くの活発な意見が出

てきましたので、今回でた意見などはこれで終らせ

無いよう、会員全員で考え！そして話し合い、親

睦！ さらに会員拡大につながるようにしていき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

４月１９日（金） 

「 ボーリング大会 」夜間例会 

会場 パレスボウル 18:30～ 

   霧のビール園 20:00～ 

 担当：親睦活動委員会 

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

今週の会報担当：寺口美由紀会員 


