
２０１２～２０１３年度 釧路北ロータリークラブスローガン【奉仕の輪を広げ 奉仕の理念で地域に活性を】

☆お客様と来訪ロータリアン

☆出席報告【会員総数６１名　免除７名　出席計算に用いた会員数６１名】
　  本日の出席者　３６名　　　　　本日の出席率　５９％

☆ニコニコ献金
・本日もよろしくお願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　貢君
・各クラブの皆さん表敬訪問ありがとうございます　　　　　　　　　小林裕幸君、小野寺英夫君
・結婚記念日にお花をいただきました　　　　　　　　　　　　　　　萩原昭博君
・司会がんばります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井昌弘君
・第一例会はご迷惑おかけしました　　　　　　　　　　　　　　　　東海林　均君
・金曜日からお祭りですよろしくお願いします。　　　　　　　　　　菊池美恵子さん
・本日欠席申し訳ありません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富樫孝之君

７月１１日（水）  本年度第２回（通算２６４１回）１２時３０分～  釧路プリンスホテル

　　　    　　     『ハンマー伝達式・表敬訪問』　　　 担当/理事会

☆メークアップ

  ・長江　勉君 （第７分区ガバナー補佐）　 ・工藤ゆかり君（第７分区ガバナー補佐　幹事）

　・伊貝 正志君（釧路RC　会長）         　・邵　龍珍君  （釧路RC　幹事）

　・折出 征清君（白糠RC　会長）　　　　　 ・進藤 卓嗣君 （白糠RC　幹事）　　　

　・坂口 裕二君（釧路西RC　会長）　　　　 ・三木 克敏君 （釧路西RC　副幹事）

　・佐藤 公俊君（釧路東RC　会長）　　　　 ・長谷川　渉君（釧路東RC　幹事）

　・杉山 範雄君（音別RC　会長）　　　　　 ・伊東 幸裕君 （音別RC　幹事）

　・森江 洋之君（釧路南RC　会長）　　　　 ・長井 一広君 （釧路南RC　幹事）

　・沢田 雅仁君（釧路ベイRC　会長）　　　 ・池田 圭樹君 （釧路ベイRC　幹事）

　・関上 伸一君（浜中RC  会長）　　　　　 ・加藤 勤也君 （浜中RC　幹事）

　・大町 勇太郎君（釧路北RAC）　　　　    ・中村 理恵子君（釧路北RAC　幹事）

☆幹事報告 《小林幹事》

①２０１１～２０１２増田ガバナー事務所より事務所閉鎖のお知らせが届
　いております。
　なお、8月末日までは直前ガバナー事務所として残務整理にあたります。
②２０１３ロータリー世界平和フォーラム広島、実行委員会より開催趣旨
　と現在決定しています概要が届いております、広島での開催にあたりロ
　ータリアン一人につき300円の協力金の依頼がきております。
③第１１回ロータリー日韓親善会議の案内が届いております。
　開催地は東京、開催日は２０１２年８月３１日～９月１日　
　登録締切は７月２０日です。参加されます方は幹事までお願いします。
④櫻田ガバナーより公式訪問のお礼状が届いております。
⑤厚岸ロータリークラブより6月例会記録と7月例会プログラムが届いてます。
⑥長江ガバナー補佐、浜中ロータリークラブ様よりご祝儀をいただいてます。



☆《高橋会長 》☆
　本日は第２５００地区７分区、長江ガバナー補佐、工藤補佐幹事、他
各７分区ならびに、第８分区浜中RCの会長様、幹事様、本日は、ご来訪
頂きまして誠にありがとうございます。これから一年間、会長を担当さ
せていただきます。幹事の小林と二人合わせて、よろしくお願いいたし
ます。
　昨年度、能登会長、田中幹事、本当にご苦労様でした。また、理事、
委員長の方に各役割を快諾いただき滞りなくクラブ運営がスタートでき
ることに感謝しております。
　RI会長である田中作次さんは「平和」を唱っています。平和とはなに
を意味しているのでしょうか？RI会長は戦争や暴力、恐れることのない
状態や、友情、つながり、思いやりといった心の平和も、すべて互いに
理解し合うことと説いています。
　櫻田ガバナーも心と心、笑顔と笑顔がテーマであります。その視点か
ら、ロータリアンは自分よりも他の人のニーズを重視し、自分のためだ
けでなく、社会全体のために考えることを「超我の奉仕」の理念で教え
てくれているのです。
　例会は親睦と奉仕のこころを育てる場所としてロータリーの重要な集
まりです。その中でも未熟な私が毎週皆様の前で挨拶や行事をこなして
行かなければなりません。配慮が行き届かず、失礼や的外れのことを申
し上げることもあるかもしれません。どうかそのときは、ロータリアン
の温かい心をもって、お許しください。
　これからの例会にはロータリー情報を含め、挨拶をさせて頂きますの
で、小林幹事共々、よろしくお願い致します。

会長挨拶

ハンマー伝達式・表敬訪問

能登直前会長から高橋邦弘会場監督へ
ハンマーが伝達される 

高橋邦弘 会場監督から
高橋貢 会長へハンマーが
伝達される



ＲＩ第２５００地区第７分区

　釧路北ロータリークラブの皆さん、こんにちは。改めまして、今年度ガバナー補佐を務めさせて頂くことに

成りました釧路南ロータリークラブの長江でございます。隣におりますのが工藤ゆかり補佐幹事です、もう１

名木内治彦補佐幹事がおります。一年間宜しくお願い致します。

　釧路北ロータリークラブさんの第１例会がガバナー公式訪問で、公式訪問の後の表敬訪問という事で何か変

な感じが致します。公式訪問のさいには盛大な歓迎をいただきありがとうございました。又、ガバナー公式訪

問開催に於かれましては、釧路北RCさんの第１回目の例会日での開催と成り、年度初めの何かとお忙しいとこ

ろ準備を進めて頂き、有意義な公式訪問が開催できましたことを心より感謝申し上げます。クラブ活動も素晴

らしい活動計画を立てられ、各委員会活動も活発な活動をされておられますし、又、数々の奉仕活動をされて

おられますことに敬意を表するところでございます。

　高橋会長に於かれましては、森山会長エレクトが急遽体調をくずされ、副会長と言う立場から会長を受ける

ことに成り、大変なスタートとなりましたが公式訪問も無事終えられホットしている所ではないでしょうか。

本当にご苦労様でした。

　又、森山さんは順調に回復に向かっているとお聞きしておりますが、1日も早い回復をお祈り申し上げます。

6月30日パストAG会が開催され、新旧ガバナー補佐の慰労と激励をして頂きました。釧路北RCさんは松田パス

トAGさんが出席されておられました。当日所用で出席されておりませんでしたが、足立パストガバナー、阿部

パストAGさん、松原パストAGさんがおられ、釧路北RCさんには4名のパストAG会員さんがおられます、私は若葉

マークを付けた新米のガバナー補佐でございます。今後ともご指導の程宜しくお願い申し上げます。

　第7分区のガバナー補佐として田中作次RI会長、櫻田ガバナーの方針を第7分区8クラブのロータリアンの皆さ

んに協力を頂き、分区クラブとガバナーのパイプ役として活動をして参ります。第7分区でも近年会員数の減少

が大きな問題になっており、退会防止、会員増強を最重点目標として取組んで参ります。特に分区内クラブの

交流を推進し、合同例会や集団メークアップを推奨したいと思います。今年度ガバナー補佐として、分区内の

ロータリアンが仲良く助け合って楽しいロータリー活動が出来るよう進めていきたいと思っておりますので宜

しくお願い致します。

　又、6月23日の釧路南RC創立30周年記念式典にあたりましては、釧路北RCさんには全員登録という事でご協力

頂き、又、多くの会員の皆様にご出席を頂き誠に有り難うございました。この場をおかりしてお礼申し上げます。

後程、福井実行委員長がお礼のご挨拶にお伺いする事になっておりますので宜しくお願い致します。

　最後に釧路北RCさんの益々のご発展と会員皆様のご健勝をご祈念申し上げご挨拶させて頂きます。一年間宜

しくお願い致します。

　釧路北ロータリークラブの皆様こんにちわ。私、釧路ロータリークラブ会長の伊貝正志と幹事の郡龍珍君で

す。どうぞよろしくお願いいたします。

　私は、1996年(H8年)入会です。実はこの年北ロータリークラブ様から1996～1997年度坂本一地区ガバナーが

就任された年と同じなのです。印象深いのは当クラブの公式訪問の前に行われるクラブ協議会後のクラブ講評

で、20の全ての委員会に付いて助言指導され、決議23-34、決議89-145等の解釈論に付いても話され時間延長

しました。入会2～3ヶ月の新参者に取ってはえらい団体に入会してしまったとの後悔と、北ロータリークラブ

さんというクラブは凄いクラブだなあ～と思った記憶があります。その後坂本ガバナーの様な方にお目に掛っ

たことはありません。

　当クラブは76周年を迎えますが、今年3月10日に当クラブがホストクラブとして開催しましたインターシテ

ィーミーティングにご参加、ご協力頂きありがとうございました。報告書の完成が遅くなりましたが6月完成

しました。内容の濃い報告書になっていると思っております。ご一読くだされば幸いです。

  釧路ロータリークラブは本年度『奉仕の心奉仕の行動奉仕の達成』のテーマのもと開かれたロータリークラ

ブを目指し活動したいと思います。高橋会長、小林幹事を輩出の北ロータリークラブの皆様一年間よろしくお

願いいたします。

釧路ロータリークラブ

  会長　伊貝 正志君　 　 　幹事　邵　龍珍君

ガバナー補佐　 長江　勉君君　 　 補佐幹事　工藤ゆかり君



　皆様こんにちは。今年度、白糠ロータリークラブの会長を務めさせて頂きます折出でございます。私の隣に
おりますのが進藤幹事です。どうぞ一年間宜しくお願い致します。
　釧路北ロータリークラブの皆様方には、目頃より白糠クラブに対し特段のご厚情を賜り、心から感謝申し上
げます。我がクラブは今、会員の減少に悩まされており、前年度17名いた会員が6月末には、3名の退会によっ
て、7月1目現在で会員14名と激減してしまいました。私が入会した12年前には、36名の会員が所属しており色
々な事業を行っていました。わたしは、今年度、今一度原点を見つめ直し、会員相互の和を大切にし、会員同
士の親睦を深め、退会防止、また会員増強に全力を注いでいきたいと思っております。わたくしは今年度、53
代目の会長を務めるにあたりまして、責任の重さ、また、先輩達が灯してくれた灯を消すことなく守り続けて
行かなければなりません。その為にも、会員一丸となって頑張っていきたいと思います。
　最後になりますが、高橋会長をはじめ、釧路北ロータリークラブ様の益々のご発展をご祈念申し上げまして
表敬訪問の挨拶とさせていただきます。一年間よろしくお願い致します。ありがとうございました。

白糠ロータリークラブ

   会長　折出 征清君　 　 　 幹事　進藤 卓嗣君

　釧路北ロータリークラブの皆様こんにちは。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坂

口裕二でございます。本来ならば当クラブの重鎮、井岸幹事と一緒におじゃまするところでございますが、

あいにく体調を崩しておりまして、代わって三木副幹事と参りました。どうぞよろしくお願いいたします。

　ご挨拶に先立ちまして、先般の当クラブの川島洋人パストガバナー補佐の葬儀に際しましては多くの皆様

のご参列を頂き誠にありがとうございました。この場をお借りしまして御礼申し上げます。

　先週7月2日の西クラブの第一例会ではお忙しい中、高橋会長、小林幹事に、表敬を頂き、さらにご丁寧な

ご挨拶を頂戴いたしまして、心からお礼申し上げます。北クラブさんは私共西クラブの親クラブであり、ま

た、足立パストガバナーはじめローターリーに造詣が深い、素晴らしいロータリアンの方がたくさんいらっ

しゃり、当クラブのお手本となるクラブであると思っております。また、北クラブさんには個人的にも大変

お世話になっている方が多く、そういった意味からも非常に親しみを感じており、今後も共に有意義なロー

タリー活動を行ってまいりたいと思っております。

　最後に北クラブ様の益々のご発展と高橋会長、小林幹事をはじめとする会員皆様のご健勝を心よりご祈念

申し上げまして、表敬のご挨拶とさせていただきます。1年間よろしくお願い致します。

　釧路北ロータリークラブのみなさんこんにちは。今年度釧路東ロータリークラブの会長を仰せつかりまし

た佐藤でございます。隣におりますのが長谷川幹事です。二人で釧路東ロータリークラブを引っぱっていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。

　まずもちまして、前期当クラブの40周年記念行事に、直前会長の能登信孝様におかれましては、まことに

お忙しい中、記念行事に駆けつけていただきまして、誠にありがとうございました。この場をお借りいたし

まして改めてお礼申し上げます。おかげをもちまして、40周年記念行事も無事終了し、改めて50周年に向け

て出発できることができました。

　私も、会長という大役を受けたわけでございますが、ロータリー歴の浅い私にとりまして、今期のテーマ

として何をなすべきか、試行錯誤しているというのが現状です。ロータリアンの目減りに歯止めをかけ、何

とか3%の増員はめざしたいと思います。当クラブはロータリー歴の中間層が少なく、ベテランに経験と知恵

を借り、経歴の浅いロータリアンのカを結集して今季１年乗り切る所存でございます。私は大きなことはで

釧路東ロータリークラブ

  会長　佐藤 公俊君　 　 　 　 幹事　 　長谷川　渉君　

釧路西ロータリークラブ

   会長　坂口 裕二君　 　 　 副幹事　三木 克敏君



　釧路北RCの皆さんこんにちは。
私、音別ロータリークラブ本年度会長を務めます杉山範雄でございます。隣が幹事を務めます伊東幸裕でご
ざいます。実は私は会長3度目、幹事の伊東君は3年連続でございまして、皆様には異常ではないかと思われ
るかも分りませんが、現在16名の会員数では仕方の無いことかと、あきらめているところでございます。
　音別RCは以前より「小人数クラブなれど弱少クラブに非ず」と若干背伸びしたスローガンを掲げ、目々活
動している所ではございますが、物足りない点ばかりですので釧路北RCの皆様のお知恵も、是非賜りたくお
願い申し上げるところでございます。
　昨年8月26目から3目間音別に於きまして私共音別RCがホストクラブとして
第２５００地区第３１回ライラセミナーを開催させていただきましたが、この時は第２５００地区前年度ラ
イラ委員長の中島嘉昭様、ライラ委員の萩原昭博様大変なるご指導を頂いてセミナーを成功させることが出
来ました。本当に有難うございました。また、部会委員として泰地浩幸様、本間明美様、坂入信行様、小林
裕幸様にも、度々音別へお出かけいただきご協力をいただきました。大変遅くなりましたが皆様へ厚く御礼
を申し上げます。
　私、もう11年も前になりますが、１回目の会長を務めた時は当時の分区代理は、こちらの松原久幸様でご
ざいました。当時新米会長でございましたので大変お世話になりましたことを今、想いだしております。有
難うございました。
　釧路北RCにはロータリー以外のいろいろな、集まりでお顔を合わせる方が大勢いらっしゃって、別の面で
もご指導頂いておりまして嬉しく思っており、感謝しています。
　私は活動計画の中で重点項目を５つほど掲げましたが、その第一に例会の内容充実をあげました。60分の
例会が楽しく、更に有意義な時間となれば出席率もアップするのではないかと考え、私自身ロータリーを良
く勉強し、又世間の事などを興味深く伝えて行こうかと思っているところでございます。
　又、これは嫌がられるのですが、会員卓話の順番化を実現したいと思っております。これはロータリアン
として自分自身の勉強にもなりますし、又資質をたかめることにも効果的な策ではないかと考えております。
　今日は初めて釧路北RCの例会に出席させて頂き大変立派な会場で美味しくご馳走になりました。ありがと
うございました。釧路北ロータリークラブの皆様のご健勝をご祈念申し上げ表敬訪問のご挨拶と致します。

音別ロータリークラブ

   会長　杉山 範雄君           幹事　 　伊東 幸裕君

　こんにちは。今年度、釧路南ロータリークラブの会長を務める事になりました森江洋之ともうします。と

なりに居りますのが幹事を務めてもらいます長井一広幹事でございます。一年間宜しくお願いいたします。

　まず最初に先月の６月２３日に我が南ロータリークラブの創立30周年記念式典に皆様全員登録という事で

多数の会員の皆様の出席を頂き、式典ならびに祝賀会を盛会に終える事ができました。南クラブの会員を代

表し、福井実行委員長に成り代わり厚く御礼もうしあげます。大変お世話になり有難うございました。

　長倉前会長から引き継ぎました我がクラブは今年度会員数20名のスタートとなりました。中々会員減少に

歯止めのきかない状況に陥っておりますが、本年度は何よりも会員増強に力を入れてクラブを盛り上げて行

くつもりでございます。

釧路南ロータリークラブ

   会長　森江 洋之君　 　 　 幹事　長井 一広君

きませんが、櫻田ガバナーのテーマにもありますよう、身近なところから、家庭や職場にロータリーの理解

を訴え、さらにわが街にロータリーが根ずくよう、奉仕の道を広めようと考えます。さらに７分区ロータリ

アンとして親睦を深め、皆様方と絆を深めまいりたいと思います。

　このような考えから、今年度進めてまいりたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げ、

挨拶に代えさせていただきます。また釧路北ロータリークラブの益々の発展をご祈念申し上げますとともに、

改めて今季1年よろしくお願いいたします。



　私が、今年、釧路べいロータリークラブ会長を務めることになりました、沢田です。隣にいますのが池田

幹事です。二人とも釧路ベイロータリークラブ在籍年数、5年未満でありますが、よろしくお願いします。

また、今年は、わがクラブから、葭本会員がガバナーエレクトに輩出されていいますので、よろしくお願い

します。

　釧路ベイロータリークラブは、平成９年に創立されたクラブですが会員どうし仲が良く、結構面白いクラ

ブあります。これからの、ロータリークラブは、この厳しい経済状況にあり、会員増強の難しい状況にあり

ますが、頑張りますので、よろしくお長いします。

　最後に、釧路北ロータリークラブの益々のご発展、ご健勝をお祈りいたしまして、表敬訪問の挨拶とさせ

ていだだきます。どうぞ１年間よろしくお願いします。

釧路ベイロータリークラブ

  会長　沢田 雅仁君　 　 　 　 　

　皆様、こんにちは。只今ご紹介いただきました、釧路北ローターアクトクラブの、今年度会長を務めます

大町勇太郎と申します。隣におりますのが、幹事の中村理恵子です。よろしくお願いたします。

まず始めに、先日は当クラブの第一例会にご出席いただき、ありがとうございました。また、釧路北ロータ

リークラブ様におかれましては、毎年の助成金を頂き、会員一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

　今年度クラブテーマは、恐れる事なく、自分の目的・目標に向かって、ひたすらに前進するという意味の

「勇往逼進」としました、経験の浅い会員が多い年度で、問題・課題がたくさん出てくると思いますが、四

つのテストを原則とし、会員皆で、話し合い、ぶつかり合いを繰り返し、やると決めた事は最後までやり抜

きます。その際、ロータリアンの皆様にご相談をさせていただく事があると思います、その時は、ご指導を

いただきたいです。

　今年度の主な活動としましては、東目本大震災復興支援チャリテイーフリーマーケット、新釧路川河川敷

掃除に加え、三つの委員会で一度は必ず奉仕活動を行い、更に、こうゆう事をやりたい、こうゆう事をやっ

てみたいという会員がいれば、挑戦します、実現に向けて会員皆で、一から企画し、実行し、成功一しても

失敗しても、最後には、必ず見つめ直し何度でも挑戦する、この経験は、会員皆が社会でも活かしていける

と思います、それと同時に、会員同士の絆が深まり、次の活動に、胸を張って取り組む事ができるようにな

るはずです。このような経験をできる、ローターアクトクラブはとても素晴らしい場だと思います、このク

ラブを、市民の皆様にも知って頂けるよう、働きかけていきます、また、私達の友人などにも声を掛け、会

員を増やし、釧路を盛り上げていきたいです。ロータリアンの皆様、是非例会・奉仕活動を見に来て下さい

その際、従業員やご家族など、18歳～30歳の方が周りにいらっしゃれば、是非ご紹介頂きたいです。

　最後に、釧路北ロータリークラブ様の、益々のご発展と、会員皆様のご健勝をご祈念申し上げ、表敬訪問

のご挨拶とさせて頂きます。今年度も一年間、どうぞよろしくお願いします。

釧路北ローターアクトクラブ

   会長　大町 勇太郎君　 　 　幹事　中村 理恵子君

幹事　 　池田 圭樹君

又、当クラブの例会場は市内を転々としておりましたが２か月前より、東急インさんに決まりやっと落ち

着いた感じでございます。皆様大勢のメーキャップをお待ちしておりますので宜しくお願いいたします。

　私自身ローターリー歴は25年目になり、年月こそ経過しておりますがまだまだ勉強不足で未熟者でござ

います。本年度はインターシティミーティングも担当クラブという事になっております。皆様のご指導、

ご協力頂きながら事業を進めて行きたいとおもいますので宜しくお願い致します。

　最後に貴クラブ様のご発展と会員皆様のご健勝を心よりご祈念申し上げ表敬訪問のご挨拶とさせて頂き

ます。一年間宜しくお願いします。
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