
２０１4～２０１5年度 釧路北ロータリークラブスローガン【友情を育み更なる奉仕へ】

　　　　７月２日（水）  本年度第１回（通算2736回）　　　

担当/理事会 12時30分～釧路プリンスホテル

ハンマー伝達式　表敬訪問

◆お客様と来訪ロータリアン
山辺 文彰君（ガバナー補佐・東RC）、佐藤 公俊君（ガバナー補佐幹事・東RC）
釧路RC会長・幹事　田中 正巳君・黒田 恒史君　／　白糠RC会長・幹事　大坪 洋一君・本庄 慶児朗君
釧路西RC会長・幹事　佐藤 和彦君・櫻田 美香君　／　釧路東RC会長・幹事　川上 登君・佐々木 勉君　
音別RC会長　川村 利明君　／　釧路南RC会長・幹事　菅井 紀之君・上川原 昭君　
釧路ベイRC会長　春日 賢二君　／　釧路北RAC会長・幹事　菊池 吉史君・斎藤 慎也君 
   
◆出席報告【会員総数６５名　免除５名　出席計算に用いた会員数６５名】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者　３５名　　　出席率　５３．８％

◆ニコニコ献金
・いよいよ出発します。一年間どうぞ宜しくお願い致します　～萩原 昭博君
・一年間よろしくお願いします　～坂入 信行君、平井 昌弘君
・会長、幹事の皆様ようこそお越し下さいました　～足立 功一君、石井 東洋彦君、小野寺 英夫君小林 裕幸君、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐渡 正幸君、泰地 浩幸君、田村 憲一郎君、高橋　貢君、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋 嘉昭君、中島谷 友一朗君、能登 信孝君、村井 順一君、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森山 義文君
・社長、ようこそ北クラブへ　～東海林 均君
・一年間、健康で　～大友 淳君
・会長、幹事一年間よろしくお願いします　～北川 健二君、横田 國勝君
・第一例会出席出来なくて申し訳ございません。今年度、よろしくお願いします　～廹田 武君
・誕生日ケーキありがとうございます　～平澤 利秀君
・今年も宜しくお願いします　～越後 和恵さん

◆会長挨拶 
　本日は釧路北ロータリークラブ今年度第１例会に、ＲＩ第２５００地区第７分区山辺アシスタントガバナー様、同佐藤
　公俊幹事様始め第７分区７クラブの会長、幹事様、そして当クラブが提唱致します釧路北ローターアクトクラブの会長、
　幹事様、ようこそおこし下さいました。有難うございます。そして前年度小野寺会長、佐渡幹事には大変お疲れ様でした。
　支障なく引き継ぎができました事を会員の皆様にご報告申し上げ、重ねて感謝とお礼を申し上げます。
　今年度ゲイリーファンＲＩ会長は「ロータリーに輝きを」テーマに掲げられました。私はどうすればロータリーに、又、
　当クラブに輝きをもたらすことが出来るのか考えてみました。やはりロータリーの根幹とも言われる奉仕です。奉仕活
　動を充実させ、地域社会、そして世界に、釧路北ロータリークラブの存在をアピールすることにより輝きが生まれると
　思います。それにはやはり会員の皆様のご協力が必要不可欠です。私は今年度のテーマとして「友情を育み更なる奉仕
　へ」と致しました。本日は山辺アシスタントガバナー様始め、各クラブ会長様よりご挨拶を頂きます限られた時間の中
　で進めていかなければなりません。詳しいお話はクラブ協議会にてお話し致します。最後になりますが、本日お集まり
　の皆様のお力を頂き、精神誠意１年間勤めてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

◆幹事報告
　みなさん こんにちは。幹事の坂入です。私は４つのテストにもあります「みんなのために なるか どうか」を自分
　自身今年１年のテーマとして萩原会長の足をひっぱらないように努めて参りたいと思います。それでは幹事報告を
　させて頂きます。５点程ございます
①会員の皆様の所に上期の会費請求書を送付させて頂きました 振り込み先を確認の上、今月中に納入をお願い致します。
②パーソナルボックスに会員証、会員手帳、活動計画書を入れましたのでご確認お願いします。
③北ローターアクトより、すでにＦＡＸでお知らせをさせて頂いております第１例会参加のご案内ですが、本日７月２日までのしめき
　りとなっておりますので皆様のご参加を心よりお願い致します。
④各クラブ様より会報と活動計画書が届いておりますが次週回覧致します。
⑤ガバナー事務所より７月のロータリーレートが１ドル102円という報告がきております。



表敬訪問

お花をありがとうございます。

先ずは北川ガバナー補佐、お疲れ様でした。衷心よりご慰労申し上げますと共に、

その業績に対しては最大の敬意を呈するものであります。又、北川ガバナー補佐

を支えてこられた田村、迫田両幹事、小野寺直前会長を始め、会員皆様のご助力

により、分区の事業及びＩＭを見事な形で遂行できましたこと、お慶び申し上げ

ます。

さて、新しい年度が始まりましたが。国際ロータリー会長及び奥周盛ガバナーの

テーマ及び信条は地区活動計画書にて周知のことと思います。北クラブさんでは

萩原会長、坂入幹事を中心として、前年度よりの継続事業であるところの、モン

ゴルフレーＲＣと提携し、気候、風土の影響で充分な治療を受けていない皮膚病

の患者さんに有効な治療を施すべく、また、医療全般の技術向上を目的とした。

医師の派遣や、そのことに必要な教材の提供を計画されておられることに賞賛の

意を呈するものであります。

一年間よろしくお願い申しあげます。

山辺 ガバナー補佐
佐藤 ガバナー補佐幹事

こんにちは、今年度釧路ロータリークラブの会長を務めさせていただきます。田中

で御座います。隣に控えておりますのは幹事の黒田恒史君です。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。

今日の表敬訪問は釧路北ロータリークラブの萩原会長、坂入幹事の皆様には３月に

第１回次年度会長、幹事会４月帯広でＰＥＴＳ・地区協議会・６月に第２回次年度

会長・幹事会　以来です。釧路北ロータリークラブの例会に出席するのは二度目で

有りまして、２００９～２０１０年度羽生会長の時、私が幹事と言う立場で出席し

て以来ですので丁度５年ぶりになります。

そして萩原会長とは２００９～２０１０年度に私たちが幹事をしていた、当時の方

が今回会長になられている方が私を含めて４名おりますので心強いです。

会長を始め個人的にも大変お世話になっている方が多くいらっしゃる北クラブで御

座います。そのような意味で今後に付きましても宜しくお願い致します。

奥　周盛ガバナーは「誠心誠意」山辺ガバナー補佐の信条は「身返りを望まない心

で精一杯」と提唱されております。

本年度釧路クラブは「ロータリーは　感動　感激　感謝　輝きを持って行動しよう」

というスローガンを掲げました。

私たちの地域が抱える問題や課題にロータリークラブとして又ロータリアンとして

何ができるのかを模索し、出来ることから着実にてがけて行きたいと思っておりま

す。特に地域の未来を担う青少年に今まで行ってきたアイスホッケー「ロータリー

カップ」の開催、そして分区の事業となる「全道中学親善硬式野球大会」などの教

育や文化など多面的に支援の輪を広げて行きたいと考えております。

最後に釧路北ロータリークラブの益々のご発展と、萩原会長そして坂入幹事のご活

躍を心からご祈念申し上げ、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致します。

釧路RC　田中 会長・黒田 幹事



白糠RC　大坪 会長・本庄幹事

こんにちは、今年度白糠ロータリークラブの会長となりました、大坪です。

そしてとなりに控えているのは幹事の本城慶児郎くんです。入会３年目の幹事、入

会７年目での会長と、まだまだロータリーでは未熟者ですが、今年一年どうぞよろ

しくお願いいたします。釧路北ロータリークラブはわが白糠クラブのホストクラブ

であり、その白糠クラブも５５周年を迎えようとしております、しかし皆様のご存

知のとおり白糠町も人口の減少、企業の減少で会員も減っており、私の入会した７

年前は２２名いた会員も今では１２名となりました、その中で私のような若輩もの

が会長になり北クラブへ表敬訪問するのは大変重責を感じるところであります。　

でも３年前に行われた北クラブ、音別クラブ、白糠クラブ合同のライラーセミナー

において一緒に協力し合った萩原さん、坂入さんが今こうして　今年度の北クラブ

の会長・幹事でいらっしゃるのが本当に心強く感じます。そしてロータリーのつな

がり、絆に感謝です。白糠クラブの例会は金曜の１２時１５分より、みなさんご存

知のレストランはまなすで行っております。是非、メイキャップついでにお昼でも

食べによってみてください。

　最後になりますが、萩原会長、坂入幹事のもと、奥　周盛ガバナーのスローガン

と山辺ガバナー補佐の活動方針に則り、会員のみなさまの絆と友情を育み、釧路北

ロータリークラブがますます発展されることをご祈念申し上げて、表敬訪問の挨拶

とさせていただきます。　地域に愛されるロータリアンを目指し、今年一年よろし

くお願いいたします。

皆様こんにちは、ただいま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佐藤和彦と申します。横に

居りますのは当クラブの紅一点、幹事を務めさせていただきます、櫻田美香さんです。

皆様方には一年間何かとお世話になりますが、宜しくお願いいたします。

いよいよ新年度が始まりましたが、私ども西ロータリークラブ、会員数２４名からの

スタートとなりました。昨今の経済状況の影響や他の団体の増加等により、減少の一

途をたどっておりますが、少ない人数でいかに効率よく各委員会組織を機能させるか

そして少ない人数でも、大きいクラブに引けを取らないクラブ運営、私はこれを今年

度のテーマといたしました。これは４月のＰＥＴＳ・地区協議会が終わった頃に足立

パストガバナーと何度かメールのやり取りをさせて戴き、私がクラブの会員数の減少

やクラブ運営での不安をメールで嘆いたところ、足立パストガバナーより、次のよう

な返事が返ってきました「佐藤さん、基本理念の無いクラブは衰退します。数が多い

のが良いクラブではありません。会員の質です。奉仕活動は他のクラブとの合同での

全く構いません」このような内容でした。私ども西クラブにとって北クラブさんは親

クラブです。親クラブから頂いたアドバイスを受け、ロータリーの理念を柱に原点に

立ち返りクラブのメンバーの協力得て、また７分区内の会長幹事の皆さん、そしてロ

ータリアンの皆様のお知恵をお借りして１年間クラブ運営をしていきたいと思ってお

ります。今年度はＩＭ・地区大会など色々な場面で皆様とお会いする機会があると思

います。７分区の主役である山辺ガバナー補佐の神輿の担ぎ手の一人として、一生懸

命頑張ります。

最後になりますが、萩原会長、そして坂入幹事のご活躍により、釧路北ロータリーク

ラブ様の益々の繁栄をご祈念いたしまして、挨拶と代えさせていただきます。

一年間宜しくお願いいたします

釧路西RC　佐藤会長・櫻田 幹事



只今、ご紹介を頂きました本年度、釧路東ロータリークラブ４４人目の会長を務め

させて頂きます川上と申します。隣が幹事の佐々木です。

釧路北ロータリークラブ会員の皆様、１年間どうぞよろしくお願い致します。

私は太平洋興発グループの一社であります、７２ゴルフ倶楽部に総支配人の肩書で

勤務しております。

日頃より釧路北ロータリークラブ会員の方々の中にも私どものゴルフ練習場をご利

用頂いており、この場をお借りしてお礼申し上げます。

私は平成１３年７月に釧路東ロータリークラブに入会し、１３年が経過いたしまし

たが、まさか自分が会長職を拝命することになるとは、夢にも思っておりませんで

した。身に余る重責を感じつつも、与えられた立場を大切にし、スポーツ施設出身

である会長らしく、元気よく何事にも情熱をもって活動して参る所存です。そうす

ることがＲＩのテーマである「ロータリーに輝きを」に及び２５００地区の地区活

動目標達成に繋がり、新年度２８名の会員でスタートを切る、釧路東ロータリーク

ラブにも輝きをもたらすことになると確信しております。

精一杯努めて参る所存ではございますが、何分にも力不足の会長です。釧路北ロー

タリークラブ会員の皆様、ご協力の程よろしくお願い致します。年明けには東クラ

ブはＩＭを開催いたします。ご協力お願いします。萩原会長は私の学生時代の先輩

でもあります。一層の御協力をお願いいたします。

はなはだ簡単借辞ではありますが、釧路北ロータリークラブ会員皆様の一層のご健

勝、ご活躍をご祈念致しまして、表敬訪問の挨拶とさせて頂きます。

１年間よろしくお願い致します。

釧路東RC　川上 会長・佐々木幹事

音別RC　川村 会長　

皆さん、こんにちは。只今ご紹介頂きました２０１４～２０１５年度、音別ロータ

リークラブの会長を仰せつかりました川村と申します。本日、所用で来ておりませ

んが幹事の水野昭人と力を合わせて、これから一年間一緒にクラブ運営をしていき

ますので一年間よろしくお願い致します。

釧路北ロータリークラブさまとは、２０１１～２０１２年度に行われましたライラ

セミナーにて、当、音別ロータリークラブがホストで、釧路北ロータリークラブ様

にはコ・ホストをお願いし、当時の実行委員会の皆様には、音別まで何度も足を運

んで下さり、大変お世話になりました。

当クラブは、ライラセミナー開催にあたり音別クラブにホストクラブができるか、

との打診がありましたとき、会員数は多くはない音別クラブではありますが、クラ

ブに伝わる「小クラブなれど、弱小クラブにあらず」の精神でライラセミナーホス

トクラブに挑戦し、クラブがひとつになり無事、終了することが出来ました。

これからも、音別ロータリークラブにしか出来ない活動を行って参りたいと思って

おります。      

最後になりますが、釧路北ロータリークラブ皆様のご活躍、ご健勝をご祈念いたし

まして、ご挨拶とかえさせていただきます。ありがとうございました。



皆さん、こんにちは。２０１４～２０１５年度、釧路南ロータリークラブの会長を

仰せつかりました菅井紀之と申します。隣に居りますのがこれから一年間一緒にク

ラブ運営をしていきます、幹事の上川原昭です。一年間よろしくお願い致します。

私が釧路北ロータリークラブ様にお邪魔させていただくのは二度目になります。

２０１０～２０１１年度、南クラブ木内会長の年度に私が幹事として、お邪魔して

おります。その年度、釧路北ロータリークラブ様は三原克也会長、泰地浩幸幹事で

した。その節は大変お世話になりありがとうございました。

今年度ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長のテーマは「ロータリーに輝きを」です。輝

きをもたらす為には個々のクラブの内部充実が不可欠だと思います。クラブ自体に

魅力・輝きがなければ退会者も増えるでしょうし、いくら会員増強活動をしてもそ

んなクラブには入会者も居ないでしょう。そこで、今年度南ロータリークラブでは

内部充実に今一度目を向け、各委員会、会員全員で意見交換、協力し、誰もが魅力

輝き・充実感の持てるクラブに近づけていきたいと思います。また、ＲＩ会長は「ロ

ータリーディ」におけるイベントの開催を提唱しています。個々のクラブ毎でイベ

ントを考え、開催しても良いでしょうが、第七分区合同で今までにない地域住民密

着参加型のイベント開催を検討してはいかがでしょうか。いろいろ問題点はあるか

と思いますが、実現できれば素晴らしい事だと思います。

まだまだ未熟者ではありますが、これから一年間、南クラブ、第七分区、そして第

２５００地区を輝かせる一端となれるよう、努力して参りますので、皆様のご指導、

ご鞭撻の程、お願い申し上げます。最後になりますが、萩原昭博会長、坂入信行幹

事をはじめ、釧路北ロータリークラブ皆様のご活躍、ご健勝をご祈念いたしまして、

ご挨拶とかえさせていただきます。ありがとうございました。

釧路南RC　菅井会長・上川原 幹事

釧路ベイRC　春日会長

北ＲＣの皆様、こんにちは。

只今ご紹介頂きました、今年度、釧路ベイＲＣ会長の春日賢二と申します。幹事の

澤田雅仁君が出席する予定でしたが、私用の為、急遽出席ができなくなり申し訳ご

ざいません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年度は北川ガバナー補佐、田村ガバナー補佐幹事、さくたガバナー補佐幹事、大

変お疲れ様でした。ありがとうございました。

私達ベイＲＣは北ＲＣ様がスポンサークラブとして誕生して１８年目になりました。

昨年度は、足立パストガバナーのご尽力により、葭本ガバナーを輩出させて頂きま

した。足立パストガバナー、北ＲＣの皆様には、ＰＥＴＳ．地区協議会、葭本セミナ

ーでは大変お世話になりました。また、地区大会では、ゴルフ大会を担当して頂き、

大変ありがとうございました。葭本パストガバナーが地区大会欠席という事で、足

立パストガバナーから色々なご指導を頂き、無事に地区大会を終えることが出来た

のも、皆様方のお陰だとクラブ会員一同、心から感謝申し上げます。

そして、昨年度会長　小野寺英夫様、幹事　佐渡正幸様にはご指導頂き、ありがと

うございました。

また、北ＲＣ様には明輝高校インターアクトクラブに負担金を今年度も前年度同様

にご支援、ご協力を賜りありがとうございます。

最後になりますが、萩原　昭博会長様、坂入　信行幹事様の今年度のご活躍と北Ｒ

Ｃ会員皆様のご健勝とクラブのご発展をご祈念申し上げ、表敬のご挨拶とさせて頂

きます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。



釧路北RAC　菊池 会長・斎藤幹事

みなさん、こんにちは。

ただいまご紹介いただきました、今年度、会長を務めさせていただきます、菊池

吉史と申します。隣におりますのが、幹事の斉藤慎也です。まず始めに、釧路北

ロータリークラブの皆様におかれましては、私たちローターアクトクラブをご提

唱いただき、日頃大変お世話になっておりますことを会員一同、心より感謝申し

上げます。

私たちの今年度のクラブテーマは、「温故知新」としています。４０年を超える歴

史を持つ私たちローターアクトクラブの偉大なる先輩たちが残してくださった伝

統を重んじつつ、通年で行っている活動を更に良いものにして、私たちなりの新

たなる奉仕活動を始められればと考え、このクラブテーマを掲げました。

昨年度は１０人で活動をスタートした私たちでしたが、皆様のお力添えをいただ

きおかげさまで会員も増え、今年度は２０名で活動を開始します。

ローターアクターとしての活動は、例会をはじめ、毎年行っている奉仕活動や、

ブロック行事、地区行事など、さまざまなものがありますが、今年度からは新た

な教育的な奉仕活動を開始します。

具体的に申し上げますと、今年度はインターアクトクラブと共に活動をする機会

を数多く設け、共に活動していく中で高校生であるインターアクターが成長でき

るよう年齢の近い私たちなりの協力をし、私たちローターアクターも勉強になる

ような奉仕活動が出来ればと考えております。

その他にも、人数が増えてきたからこそ出来る奉仕活動、そして会員ひとりひと

りが成長できるような活動を数多く行い、今まで以上に地域貢献もしていければ

と考えております。

　釧路北ロータリークラブの皆様にも、引き続き幣クラブへ、ご指導、ご鞭撻い

ただきますよう、お願い申し上げます。また、併せて新しいアクターのご紹介も

お願い致したく存じます。

最後になりましたが、釧路北ロータリークラブ様のますますのご発展と会員の皆

様のご健勝を祈念いたしまして、表敬訪問のご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。






