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（釧  路）会長 西村 智久君 幹事 中村 幸史君 （白  糠）会長 進藤 卓嗣君 副幹事 山田 圭祐君

（浜中 RC）幹事 加藤 勤也君                   （釧路西）会長 三木 克敏君   幹事 佐藤 雅之君

（釧路東）会長 藤野 博昭君 幹事 玉垣 範夫君 （音  別）会長 伊東 幸裕君   幹事 水野 昭人君

（釧路南）会長 長井 一広君 幹事 亀岡  孝君  （釧路ﾍﾞｲ）会長 吉田 一夫君  幹事 伊藤 広樹君

（北 RAC）会長 小甲 薫さん 幹事 斉藤 慎也君  

◆出席報告【会員総数 69 名 免除６名 出席計算に用いた会員数 69 名】

本日の出席率     出席者 41 名  メーキャップ 0名    出席率 59％     

前々回の修正出席率         出席者 38 名  メーキャップ 0名    出席率 54.3％

◆ニコニコ献金（今年度累計 ２３．０００円）

・いよいよスタートです。１年間宜しくお願いします ～佐渡 正幸君

・１年間お世話になります。宜しくお願い致します ～中島谷 友一朗君

・会長、幹事一年間頑張って下さい ～石井 東洋彦君

・１年間よろしくお願い致します ～小野寺 英夫君、高橋 貢君、富樫 孝之君、萩原 昭博君、平井 昌弘君

                                  本間 弘人君、松原 久幸君、越後 和恵さん

・平井委員長にしっかりとついていきます ～川村 真一君

・第一例会しっかりとお願い致します ～北川 健二君

・微力ながら一年間頑張ります！ ～工藤 健司君

・新年度よろしくお願い致します ～小松 亮次君、村井 順一君

・新年度、楽しくやりましょう ～小山 義雄君

・１年間ありがとうございました。更なる功績を残したいと思います ～坂入 信行君

・新年度よろしくお願い致します ～廹田 武君

・佐渡会長がんばって下さい ～中嶋 嘉昭君

・誕生日です。ありがとうございます ～平澤 利秀君

・健ちゃん、雅ちゃんで頑張ります ～福田 雅嘉君

7 月 1 日（水）本年度第 1回（通算 第２７８２回）

ハンマー伝達式 表敬訪問
担当/理事会 １２時３０分～釧路プリンスホテル



今年度７月当初と非常にお忙しい中、白幡ガバナー補佐をはじめ第７分区並びに浜中ロ

ータリークラブそして、釧路ローターアクトクラブの会長・幹事様、本当にお忙しい中、

釧路北ロータリークラブの表敬訪問例会にお越し頂きまして誠に有難うございます。

改めてご紹介させて頂きますが、2015-16 年度、釧路北ロータリークラブ第５８代の会長

を務めさせていただきます佐渡 正幸と申します。どうぞ１年間よろしくお願い致します。

本日、我がクラブの足立パストガバナーですが、７月１日は全国ガバナー会および第１

回規定審議会ということで、毎年東京で開かれておりまして、非常に残念ですが欠席のご

連絡を頂いております事を、まずご報告させていただきます。

先ほどハンマー伝達式という事で萩原直前会長から、そして小野寺 SAA を通じてハン

マー伝達を頂きました。まさに釧路北ロータリークラブの歴史を私がしっかりと受け継い

だ中で、１年間頑張っていかなければならないと痛切に思っているところで御座います。

今年度のクラブ活動テーマは「Serve＆Dream ～奉仕の理想をもとめて～ 」と掲げさせ

て頂きました。まずはロータリアンであり「Serve＝奉仕する」ことによって、地域にそし

て社会に、そして広くは世界に夢を与えるという活動が、まさにロータリーの活動ではな

いかと思っている次第でございます。

そして「我々ロータリアンが奉仕活動を通じた中で、自分たちの人生の意義であるとか、

価値であるとか、そして親睦であるとか、友情であるとか、人生にも「Dream＝夢」は持

てるという思いで一年間北ロータリークラブとして頑張って行きたい。」という思いでク

ラブテーマを作らせていただきました。

今日のロータリーソング「奉仕の理想をもとめて」を皆様で斉唱させて頂きましたが、

まさにこの歌の中にロータリーの真髄があるのかなという思いを込めまして、サブタイト

ルとさせていただいている次第でございます。

まずは、今年度北ロータリークラブ、私はしっかりと腰を据えてクラブの活動が邁進す

るよう頑張っていきたいと思っております。その一つ一つの活動の積み重ねが、白幡ガバ

ナー補佐を支援していくことに繋がると思います。

最後に本年度白幡ガバナー補佐並びにそれぞれのクラブが益々発展し、一年間のロータ

リー活動を終えることを祈念いたしまして第一回目の会長の挨拶とさせて頂きます。改め

まして、本年一年間どうぞ宜しくお願い致します。

・分区名簿、ロータリーの友７月号をパーソナルボックスへ入れております。

・厚岸 RC 様より年度末直近４回の例会記録、ローターアクトクラブ７月第一例会の参加

案内を回覧させて頂きます。

・７月２６日（日）旭川にて「ロータリー財団セミナー／米山記念奨学会セミナー」が開

催されます。当クラブから会長、幹事、北川財団・米山理事、東海林地区奨学会・財団

学友小委員会委員の４名で参加してまいります。

・活動計画書は優良出席会員の確定を持って発注をしております。来週のクラブ協議会に

は配布できるようになっておりますので御理解下さい。

・明日からの表敬訪問の日程です。２日釧路 RC、３日南 RC、４日アクト、６日西 RC、

７日東 RC・ベイ RC、１０日白糠 RC、１３日音別 RC、２１日浜中 RC のスケジュール

となっていますことを報告します。

◆会長挨拶

《佐渡会長》

◆幹事報告

《中島谷幹事》



２０１５－２０１６年度

RI２５００地区 第７分区

ガバナー補佐      白幡 博 君 （釧路 RC）

２０１５－２０１６年度

RI２５００地区 第７分区   

ガバナー補佐幹事  脇 弘幸 君 （釧路 RC）

皆さんこんにちは、本年度第 7 分区のガバナー補佐を拝命させて頂きました白幡で御座います。宜しく

お願い致します。

こうして、この場に立つと改めて身が引き締まる思いであります。本日、釧路北ロータリークラブからス

タートということですが、非常に縁を感じております。と言いますのも私がガバナー補佐を受けさせて頂く

に当たり私の背中を押してくれたのが、一昨年度にガバナー補佐を務められた北川さんで御座いました。そ

して、これまで準備にあたってくれた代表幹事の脇弘幸君にも北川さんから沢山のアドバイスを頂き、第 1
回、第 2回の「会長・幹事会」をスムーズに終える事が出来ました。この場をお借りして改めて御礼を申し

上げる次第で御座います。

さて、本日の私の役目であります東堂ガバナーの思いを皆様にお伝えをさせて頂きます。東堂ガバナー

は、地区のスローガンを「もっとロータリーを楽しみましょう」と謳い、ロータリーの楽しみ方は何と言っ

ても行事に参加する事であり、互いに誘い合い、参加するその姿勢から楽しさが生まれ、その楽しさが行事

の質とロータリーへのイメージを高めると、その思いを述べられております。東堂ガバナーのスローガンか

ら分区内のクラブが垣根を越えて親密になることが求められていると感じております。新たな出会いは、互

いを刺激し合い、己を前進させ、クラブの活動をより豊かなものにすると考えます。

ここ第 7分区においては、「ＩＭ」をはじめ、「全道中学親善硬式野球大会」、「飲酒運転撲滅パークゴルフ

大会」と事業も多く積極的に参加されておりますし、５月に開催された分区内の親睦ゴルフ大会も今後に繋

げていきたいと思っております。私たち第 7分区は東堂ガバナーが目指すところを達成できるものと思って

おります。

本年度、各クラブの会長をはじめとする皆様のご協力を頂きながら、一年間歩みを進めていく所存でござ

います。結びになりますが、本年度も釧路北ロータリークラブの活動が輝きある一年になることを祈念して

挨拶とさせて頂きます。

釧路ロータリークラブ

会 長 西村 智久 君

幹 事 中村 幸史 君

今年度、釧路ロータリークラブの会長を務めます西村智久と申します。

一緒に参りましたのは幹事の中村幸史君です。一年間、どうぞよろしくお願い致します。

今年度は釧路 RC から白幡 博ガバナー補佐を輩出しております。3 月に開催する IM においては『もっと

表敬訪問



ロータリーを楽しみましょう』という東堂ガバナーのテーマの具現化に努めたいと思います。皆さんでのご

参加をお待ちしております。

また、釧路 RC は 2016 年 11 月 23 日に創立 80 周年を迎えます。

今年度は、さまざまな活動とともに、周年という節目を視野に入れたクラブ運営を努めて参ります。

私は会長方針を『我が故郷に、ロータリーの灯をともそう～80 周年に向けたロータリアンの本気』と掲げま

した。

第 7 分区 IM、釧路 RC80 周年に向けた活動がロータリーの灯がともる、すなわちロータリークラブの社会

性が高まるものと信じたからです。

貴クラブの益々のご発展、会員皆様のご健勝をご祈念申し上げ、表敬訪問の挨拶と致します。

白糠ロータリークラブ  

会 長  進藤 卓嗣 君

副幹事  山田 圭祐 君

こんにちは。今年度白糠 RC 会長を務めさせて頂きます進藤です。隣に控えているのは副幹事の山田圭介

君です。

入会して１１年目とロータリアンとしては未熟者ですが今年一年どうぞ宜しくお願いいたします。

２０１２年に幹事として当クラブに表敬訪問をして以来のお邪魔となりますが、その折には皆さんに暖か

く迎えていただきありがとうございました。

さて、白糠 RC は昭和３５年１２月に設立総会を開き道内３３番目、７分区では３番目に発足したクラブ

です。一時は４０名以上の会員が在籍している時代もありましたが本年度は１０名でのスタートとなってし

まいました。人口減、景気の低迷、高齢化と街を取り巻く環境も年毎に厳しくなっていることが要因と考え

られますが、一人でも多くの仲間を作るために会員拡大に励んで行きたいと考えております。

白糠 RC は毎週金曜日１２時１５分よりレストランはまなすにおいて例会を開催しておりますので皆様の

お越しをお待ちしております。

最後になりますが佐渡会長、中島谷幹事のもと東堂ガバナーと白幡ガバナー補佐の活動方針に則り、会員

皆様の絆と友情を育み釧路北 RC が益々発展されますことを祈念申し上げ表敬訪問のご挨拶とさせていただ

きます。今年一年宜しくお願いいたします。



浜中ロータリークラブ  

幹 事 加藤 勤也 君

釧路北ロータリークラブの皆様こんにちは。

今年度浜中ロータリークラブの会長を務めます関上と幹事の加藤です。

本日は、親クラブである貴クラブへ幹事と共に出席の予定でしたが、私事で出席ができず大変申し訳ござ

いません。

私どものクラブは、1968 年貴クラブのご指導の下創立し本年 47 年目を迎えることができました。

この間色々な事がありました。特に昨年は、浜中にロータリー精神を広めようと多大な尽力をし、当クラ

ブの礎を築いて頂いたパストガバナー道下俊一氏がご逝去されました。

私どもは今後も、故道下氏の意思を受け継ぎロータリーの灯を消さぬよう会員一同努力邁進してまいる所

存です。

どうぞ、今後も変わらぬご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げますとともに、釧路北ロータリー

クラブの益々のご発展と会員皆様のご健勝を御祈念申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きます。

浜中ロータリークラブ 会長 関上伸一

釧路西ロータリークラブ  

会 長  三木 克敏 君

幹 事  佐藤 雅之 君

釧路西ロータリークラブ第 48 代会長を仰せつかりました、三木克敏です。私の隣に控えおりますのが、

幹事の佐藤雅之でございます。今年度、佐渡会長・中島谷幹事、そして、会員の皆さまにお世話になるかと

思いますが、一年間、どうぞよろしくお願い致します。

いよいよ新年度が始まりましたが、私ども釧路西ロータリークラブ、会員数２7 名からのスタートとなり

ました。多少は上向き傾向にあると言うものの、昨今の経済状況等により、会員数は減少の一途をたどって

参りましたが、おかげさまで昨年度は３名の会員増を果たすことができました。本年度は会員増強にもさら

に力を入れ、会員数３０名以上を目標に、クラブを盛り上げて行くつもりでございます。

さて、釧路北ロータリークラブさんは私ども釧路西ロータリークラブの親クラブであります。何度かメイ

キャップをさせていただき、また、お招きをいただきまして過去に二度、お邪魔をさせていただき、ゲスト

卓話としてお話をさせていただいたこともあり、個人的にもとても親しみを感じているところでございま

す。今後もご指導を仰ぎながら、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、釧路北ロータリークラブの益々のご発展と佐渡会長、中島谷幹事をはじめとする会員皆さまのご

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。



釧路東ロータリークラブ  

会 長  藤野 博昭 君

幹 事  玉垣 範夫 君

この度、40 年を超える歴史を持つ釧路東ロータリークラブの会長に就任することになりました藤野博昭

でございます。

ロータリー歴も、知識も浅い私と幹事の玉垣範夫でございますが、共に任期の 1年間を精一杯業務に励ん

で参りますので、宜しくお願いします。

私が、会長に就任して何を行えるかを考えれば、所属の諸先輩会員の皆様のご指導、ご協力を賜りながら、

地域のニーズに応える行事の計画作成と実行だろうと思っております。

これまでの釧路東ロータリークラブで行われてきた行事の継続、これにはこの 5月に開催して、各クラブ

の皆様に多数ご参加戴いた「ロータリーマスターズゴルフ」も含まれております。それに加えて、私が得意

とするものを新たに行事に加えれたらと考え、周りの諸先輩会員の意見を聞きながら進めて参りたいと思い

ます。

あとは、基盤である釧路東ロータリークラブの強化のために、会員増強と維持に対して、精一杯の努力を

かたむけることだと思っております。それが、地元の活力、元気を引出し、そしてロータリークラブの発展

に繋がればと微力ながら尽くして参りたいと思っております。

どうかこれからも、最大限のご協力とご指導を重ねてお願い申し上げます。

音別ロータリークラブ  

会 長  伊東 幸裕 君

幹 事  水野 昭人 君

音別ロータリークラブ第 37 代目の会長職を仰せつかりました。

幹事４期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おもいます。

同行の水野幹事も二年目の幹事となります。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おもいます。

K.R.”ラビ”ラビンドラン RI 会長の「世界へのプレゼントになろう」の RI テーマには地位や身の上に

かかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献身と熱意など誰でも与えることのできる何かを持っている

とあります。この言葉を心に刻み、会員一丸となって歩んでいきましょう。

第 2500 地区 東堂 明ガバナーは「もっとロータリーをたのしみましょう」と掲げてクラブの行事、分

区の行事、地区の行事、国際の行事など工夫を凝らして、お互いに誘い合って参加を楽しみましょう。ロー

タリーを楽しむことがロータリーのイメージを高めることになります。と呼びかけています。

当クラブは RI 会長、ガバナーの趣旨、目標を会員全員が理解し、実践出来るように協力し、個々の力を

ひとつにして、大きな輪になって進んで行けるクラブを目指します。



釧路南ロータリークラブ  

会 長  長井 一広 君

幹 事  亀岡  隆 君

只今ご紹介にあずかりました、今年度、釧路南 RC の会長を仰せつかりました長井一広と申します。隣に

おりますのが、これから一年間一緒にクラブを運営して行きます、亀岡 孝です。釧路北 RC の皆様、一年

間宜しくお願い致します。

釧路北 RC 様にこの様にお邪魔させていただくのは、2度目になります。2012～2013 年度、南 RC 森江会長

年度の幹事として、出席させていただきました。その年度の北 RC 様の髙橋会長様、小林幹事様には大変お

世話になりました。また、その当時、南 RC30 周年及び南 RC 担当の IM と大きな行事が続き、北 RC 皆様のご

出席、ご協力で大盛況に終わり、まだ入会 5年目の頼りない幹事だった私を助けていただきましたこと、こ

の場を借りて御礼申し上げます。

私どものクラブは、今年度 24 名での出発となります。私の重点目標に「退会防止・会員増強の向けての

例会内容の充実」という項目がございます。今年度の終わりに 24 名誰一人欠けることなく、また、新しい

仲間を多数迎えられるよう、例会を楽しみなものとし、クラブの魅力を高めていこうと思っております。

最後になりますが、佐渡会長様、中島谷幹事様をはじめ、釧路北 RC 皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしま

して、表敬の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。

釧路ベイロータリークラブ  

会 長  吉田 一夫 君

幹 事  伊藤 広樹 君

釧路北クラブの皆様こんにちは。今日７月１日は富士山の山開きの日と同じく北クラブ様の第１例会に表

敬訪問出来た事に感謝申し上げます。

この程、釧路ベイロータリークラブの１９代会長を務めさせていただくことになりました吉田一夫でござ

います。春日直前会長の後を引き継ぎまして、微力ながら今後１年間会の直面する環境の発展のために努力

していく所存でございます。

そして、今日一緒に訪問させて頂きました幹事の伊藤 広樹君です。

幸いにも緻密な上に穏やかで、会長・幹事を経験しておりますので支えて頂きながらクラブ運営に当たっ

てまいります。

私達ベイＲＣは北ＲＣ様がスポンサークラブとして１９年目にはいりました。今年は会員一同より一層力

を合わせて２０周年に向けて頑張ります。



そして明輝高校インターアクトクラブに負担金を昨年までご支援、ご協力を頂きありがとうございました。

残念ながら今年の明輝高校新年度に担当の先生が変わり新入生の増員お誘いがなされておりませんでし

た。この事態を踏まえ前年度理事会にて今年一年間負担金をお断りして、ベイＲＣで１年間負担をして、再

度会員増員を明輝高校の担当先生と協力し立て直しを図ることに致しました。

立て直しが終わりましたら、改めて負担金のお願いに参りますのでご理解の程、宜しくお願い致します。

最後になりますが、佐渡 正幸会長様、中島谷 友一朗幹事様の今年度のご活躍と北ＲＣ会員皆様におい

ても光輝くべき１年になりますようご祈念申し上げ、表敬のご挨拶とさせて頂きます。

今年度１年間どうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございました。

釧路北ローターアクトクラブ  

会 長  小甲  薫 君

幹 事  斉藤 慎也 君

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、小甲薫と申します。隣におり

ますのが、幹事の斎藤慎也会員です。１年間どうぞ宜しくお願い致します。

まず始めに、釧路北ロータリークラブの皆様に置かれましては、毎年の助成金をいただきまして、会員一

同、心より感謝申し上げます。

また、毎年の合同例会の開催、そして、私達のクラブの例会や行事などに、沢山のご参加をいただきまし

て、本当にありがとうございます。

さて、今年度のクラブテーマは、「Ａｃｔｉｏｎ～可能性を信じて～」としています。

会員一人ひとりが自分の未知なる可能性を信じて、時間を惜しまずに、クラブや地域社会の為、そして自分

自身の為に、アクターとして何ができるのかを考えて、積極的に行動を起こしてほしいという想いから、こ

のクラブテーマを掲げました。

ローターアクトとは、ＲｏｔａｒｙとＡｃｔｉｏｎを結合した造語で『行動するロータリー』と言う意味

がございますので、四つのテストを基盤として、若者らしい行動力でローターアクトにしかできない活動を

していくことを目標にしたいと思います。

また、会員の減少、例会や打ち合わせの出席率の低下、ローターアクトの知名度の低さなどの、問題を解

決するためには、日々の例会や奉仕活動の質の向上と、広報活動の強化が必要であると考えておりますので、

今年度は大きな行事がない年度だからこそ、特に力を注いでいきたいと思っております。

具体的に申し上げますと、新しい事業として市民参加型の国際奉仕プロジェクトの実施や、若者をターゲ

ットとした市民公開例会を行うことで、ローターアクトとはどのような団体なのかを周知する機会を更に増

やしていき、市民の皆さまと密接な関わりを持ちながら、活動することを意識していきたいと考えておりま

す。

今期は、１５名のスタートとなりました。入会する会員がいる一方、年度末には年齢的に退会となる会員

が多く在籍しているのが現状です。また、各テーブルにローターアクトのパンフレットを配布させて頂きま

した。１８歳から３０歳までのお知り合いの方や従業員の方がいらっしゃいましたら是非入会を検討して頂

き、会長幹事までご一報頂ければ幸いです。今後は、次世代を担うリーダーとなる人材を発掘し、熱い情熱



を持った若い会員を教育していくことでクラブの更なる発展と継続へと繋げていきたいと思っております

ので、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。

最後に、釧路北ロータリークラブ様、会員の皆様のますますのご発展とご健勝を祈念いたしまして、表敬

のご挨拶とさせていただきます。今年度 1年間、よろしくお願い申し上げます。


