
2015～2016年度釧路北ロータリークラブスローガン【Serve＆Dream ～奉仕の理想を求めて～】

◆お客様と来訪ロータリアン

◆メーキャップ

メーキャップ：２５名

５月１９日 佐渡 正幸君・中島谷 友一朗君・小野寺 英夫君・高橋 邦弘君・富樫 孝之君・小松 亮次君

石井 東洋彦君・森山 義文君・小林 裕幸君・平井 昌弘君・坂入 信行君・本間 明美さん

篠原 恒也君（以上１３名 釧路ＲＣ）

５月２４日 佐渡 正幸君・中島谷 友一朗君・小野寺 英夫君・富樫 孝之君・小松 亮次君・石井 東洋彦君

森山 義文君・小林 裕幸君・本間 明美さん・大澤 恵介君・鈴木 圭介君・川村 真一君

（以上１２名 釧路北ＲＡＣ）

◆出席報告【会員総数 75 名 免除 6名 出席計算に用いた会員数 75 名】

本日の出席率     出席者 44 名  メーキャップ 25 名     出席率 92.0％

前々回の修正出席率   出席者 43 名   メーキャップ  4 名    出席率 63.5％

◆ニコニコ献金（今年度累計 ５８１,０００円）

・本日のクラブ協議会よろしくお願いします

～ 佐渡 正幸君、中島谷 友一朗君、北川 健二君、廹田 武君、富樫 孝之君

・山岸君ありがとう！スッキリしました ～坂入 信行君

・坂入さんご来店ありがとうございます ～山岸 弘典君

・お久しぶりです。本日のクラブ協議会よろしくお願いします ～横田 國勝君

皆さんこんにちは、本日も例会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。

今期の最後の方に成りますと、皆さんの行動一つ一つが心に残る様になって参りました。

今日も山岸君がソングリーダーで堂々と指揮を執って、後ろの歌詞を見なくてもしっかり

と歌いながらタクトを振っている姿に、日々ロータリアンとして成長しているのだと感じ

させて頂きました。ここ最近の例会において一つ一つ皆様に感謝の言葉を話しています。

今日は今年度の新入会員 8名に感謝を伝えたいと思います。本当に今年度、入会いただき

ましてありがとうございます。このロータリーに慣れるのは時間が掛かる訳でございます

が、しかしながら、例会そして事業に出席する毎に一歩一歩素晴らしきロータリアンに近

づいて行く姿を目の当たりに見させて頂いております。先程も、親睦家族委員会の安田君

もしっかりとニコニコ献金の発表する姿が本当に成長していると感じさせて頂いており

ます。本当にありがとうございます。そしてその新入会員をご指導頂きました、アカデミ

ー部門石井理事、ロータリー情報委員会の本間委員長、そしてロータリー研修委員会中嶋
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「 クラブ協議会（新旧） 」夜間例会
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◆会長挨拶

《佐渡会長》



委員長におかれましては、新入会員のアカデミー研修塾等、本当にお世話になりありがと

うございました。そして本年度の財団・米山についてでございますが、当初の目標を遥か

に超える数字を今日現在で達成させて頂きました。その部分について、財団・米山部門の

北川理事、そして坂入委員長本当にありがとうございます。財団・米山については強制で

は無く、その重要性を皆様と理解した中で、任意で心から寄付をすると言う行為が寄付行

為の基本であると思っております。その中においては、例会並びに今年は IMの中でも財

団・米山の説明を北川理事、坂入委員長にして頂きました事に心から感謝申し上げます。

来年度は財団 100 周年と言う事で又更にハードルが上がった中でこのクラブが活動して

行くと言う事になりますので、富樫エレクトにご協力を私からもお願いしたいと思いま

す。我々のクラブの、このクラブ協議会と言うのは、他のクラブと少しスタンスが違って

おります。他のクラブは次年度の会長・幹事が次年度の活動方針を皆様の前で発表し審議

を計る場となっておりますが、我々のクラブは「新旧クラブ協議会」を経た中で 7月に入

ってからのクラブ協議会と言うスタンスになっております。私が考えるに、私たちのクラ

ブは理事並びに委員長に対しての付託・責任と言う物を十分に理解した中で、完全にその

責任を任せた中で進んでいくと言う方法であると思います。そういった意味におきまして

も、今日の新旧クラブ協議会につきましては本年度の活動報告、そしてその想いを各理事、

委員長の皆様は是非とも次年度に引き継ぐ想いで発表して頂ければと思っております。私

の年度ももう直ぐだと言われますが、まだまだ、ソウル大会、そして青少年フォーラム、

野遊会等大きな事業が残っておりますので、更なる皆様のご協力をお願い申し上げまして

本日の会長としての挨拶とさせて頂きます。

本日どうぞよろしくお願いいたします。

パーソナルボックスへナシ

回覧として３点

１．６月例会プログラム案内・例会会報が厚岸 RC 様。

２．The rotarian ６月号。

３．釧路北 RAC より、河川敷清掃・施設訪問の案内。

報告として（口頭）５点

・６月４日開催の青少年フォーラムの案内をＦＡＸしています。

１日まで返信下さい。  （１３時～例会・１４時～１５時３０分講演会）。

・集団メーキャップの件。

釧路西ＲＣ：５月１６日（月）１４名で参加。釧路ＲＣ：５月１９日（木）１

４名で参加。釧路北ＲＡＣ：５月２４日（火）１２名で参加。

・２０１５－１６年度ロータリアンマスターズゴルフ大会

参加者：萩原直前・坂入会員・佐賀会員・平澤会員・大澤会員

本間（弘）会員・多田会員・川村会員・中島谷幹事（９名）

佐渡会長：懇親会から出席。

◆幹事報告

《中島谷幹事》



・５月２８日（土）～６月１日（水）までソウル国際大会の件。

参加者：足立ＰＤＧ・佐渡会長・伊賀副会長・萩原直前・天坂会員・迫田会員・

平澤会員・菊池会員・長内会員・多田会員・中島谷幹事（１１名）。

・３週にわたりご案内しました「熊本地震被災者義援金」は計２４，４３３円に

なりました。地区事務所への送金も終えています。

本年度の総括をさせていただきます。

本年度クラブスローガンとして「Serve＆Dream」～奉仕の理想をもとめて～と掲げさせて頂

き活動させて頂いております。私のこのロータリーへの想いといたしましては、まず奉仕す

る事が非常に重要な部分であり、当然奉仕団体でございますのでその部分を主目的に活動を

して行こうと言う思いで、まず「Serve」と言う言葉を掲げさせて頂きました。その目的と

しては奉仕することによって皆様に夢を与えると言う事が、その結果として無ければ、ただ

奉仕しているだけでは、何の意味も無いので「Serve＆Dream」と言う言葉を掲げさせて頂き

ました。そしてその真髄は～奉仕の理想をもとめて～と言うロータリーの第一ソングである

歌の中に全て集約されているのではと言う事を踏まえサブタイトルとして～奉仕の理想をも

とめて～と言う部分で活動させて頂きました。北ロータリークラブにおきましては、40 代

の会長と言う事で、今までの年表見ましても非常に若い会長であると言う部分の中で、これ

からの北ロータリークラブの今後を見据えた中で、「若さと情熱」を持って、決断し変える

べきところは変える、そしてチャレンジするべき所はチャレンジすると言う、強い理念と信

念の元、本年度活動計画を書かせて頂き活動させて頂いたしだいでございます。それぞれの

重点目標につきましては、本当に理事・役員・委員長の皆様にご協力を頂いた中で、ある部

分は達成をしております。有る部分はまだまだ到達できない部分もございますが、本当に皆

様のご協力を頂いたと、感謝申し上げるしだいでございます。先ず 1 番の出席率の向上につ

きましては、森山委員長を始めとします委員会の皆様に、集団メーキャップを使いながら頑

張りも頂いて出席率の向上に努めているしだいでございます。やはり例会に出てくる事によ

ってロータリアンとしての知識そして、それぞれの良質な人間関係の構築が出来るその場が

例会であると言う趣旨の元、出席率の向上と言う部分について、まず掲げさせて頂きまし

た。そして 2 番目の会員増強につきましては、やはりクラブ内の年代別の構成を見まして

も、これから先に我がクラブがずっと今まで通りの奉仕活動、親睦活動を続けて行く為に

は、ある程度の会員を確保しなければならないと言う事で、目標は大きく掲げてその中でど

こまで達成できるかと言う部分で活動させて頂きました。これは、実は自分のクラブだけで

は無く分区の他の各クラブに刺激を与え、他のクラブの会員増強にも繋がっていると言う結

果が見えてきておりまして、この時代において会員数が増加していると言う事は、非常にう

れしい事で、一人でも多くのロータリアンがこの分区、地域の中から排出される事によっ

て、この地域がより良くなると言う結果に導いて行くのだと言う部分におきましては、私の

15 名と言う目標は、他のクラブにも波及していると言う事は非常にうれしく思います。こ

の部分につきましても、大澤理事、田野委員長には本当にご協力頂いたと思っております。

そして本年度は、本当に新しいプログラムが沢山ありました。特に社会奉仕と言う部分につ

「 クラブ協議会（新旧） 」夜間例会

会長 佐渡 正幸



きましては、数多くの新しいプログラムが入った中で、本間理事兼委員長は、色々な事から

調べ、何年も前からのロータリーの友を熟読し、色々考えた中で例会の構成をして頂いたと

思っている所です。次年度もこのプログラムは継続していく部分でございますので、また新

しい形で、さらに発展した形で富樫エレクトが創造して頂ければと思っていますのでよろし

くお願いいたします。アカデミーの研修と言う部分でございますが、やはりロータリーに入

った時は右も左も解らず、歌も解らずと言う事で、足が遠のく部分が有るのではと思ってお

ります。このクラブに入って、まずは親睦と言う部分で皆さんと良い人間関係を作って頂い

た中で、その一歩上の奉仕活動をご理解図ると言う目的の元、石井理事におかれましては、

しっかりとこの部門をまとめ上げて頂いたと思います。心から感謝申し上げます。

私の考えとしては、小野寺会長年度から幹事、そしてエレクト、そして本年度会長と 3 年間

こちらの席からロータリーの活動をさせて頂きました。若い会員も増えて来ております。そ

してこのクラブには本当に素晴らしい先輩がいた中で、その考えが見事に融合し進んでいる

と思っているしだいでございます。特に私たちのクラブが提唱しております、北ローターア

クトクラブについては、今まで中々会員数、活動などが伸びなかった部分が、ここに来て非

常に分区の皆様からもご協力を頂き、非常に伸びて来ていると感じます。これからのロータ

リーと言うのは、おそらく地域に発信して行くと言う事が非常に重要になって来る時代にな

って来たと感じております。萩原年度におきましてもロータリーデーと言う事で、地域の皆

様により広くロータリーを理解して頂くと言う活動もございました。そんな中においては、

青少年の育成と言う部分ついては、これからのロータリーにおいて重要な活動になって行く

と思っておりますので、鈴木委員長にはローターアクトクラブをしっかりまとめて頂いた事

に心から感謝申し上げます。残りまだ一ヶ月ございます。今週は、ソウル大会に参加しま

す。私も初めて国際大会に出席して参りますが、その雰囲気を感じてきた中で、見識を広め

て行きたいと思っております。是非とも、本協議会におきまして、新旧の繋がりが上手く行

き、そしてこれからの釧路北ロータリークラブが増々発展する本日となります事をお願い申

し上げまして、1 年間の総括とさせて頂きます。

続きまして、幹事の私の方からクラブ運営に関しまして本日までの活動の概略を説明させて

頂きます。

まずは、会員増強・維持部門でございますが、期首のスタート時が、正会員 69 名そして名

誉会員が 2 名の総会員数 71 名で、萩原年度より引き継ぎをさせて頂きました。その中での

会員増強でございますが、上期は 6 名純増が 5 名でございます。毛利さんの後任香川会員を

含む 6 名の入会者、下期におきましては、中田さんの後任の若林会員を含む 3 名、合計 9 名

の入会者を頂く事が出来ました。会員維持の方でございますが、上期に野澤会員の退会そし

て先週お伝えした、下期 1 名丹葉会員の退会と言う事で今期、富樫年度に対しまして純増 5

名の総会員 76 名で引き継ぎをさせて頂きたいと思っております。

1 年間の取組みの中で、今期はビュッフェを行いました。当初の計画では、ビュッフェ 22

回を行う予定でございましたが、上期の後半の部分で私の連絡ミスによって通常の食事にな

ってしまったと言う事で、ビュッフェが－1 回の 21 回になっております。そして、先日の

青少年月間の例会を夜例会に変更し、23 回を 6 月末まで予定しております。例会数は 48 回

で変わりはございません。その中で新しい試みとして、朝粥塾から引き継ぐ形でアカデミー

幹事 中島谷 友一朗



研修塾を 9 月と 4 月に開催しました。また、11 月 2 日には、モンゴルより 20 名の来釧者を

迎えた中で、モンゴル・フレーロータリークラブ様との合同例会も開催させて頂きました。

年が明け 2 月 3 日塚原パストガバナーをお呼びしての職業奉仕講演会も皆様のご協力により

無事終える事が出来ました。そして、今週末の青少年フォーラムで対外事業が終わります。

皆さんのご協力に心から感謝申し上げます。

予算の執行に関しましては、毎月会計の迫田会員に通帳との突合せをして頂いて、現在 1 円

の狂いもなく全ての領収書、支払伝票も揃っている中で何とか 5 月を終える事が出来ます。

6 月の支払いを含めると後 2 か月になると思いますが、皆様から頂いた貴重な会費をしっか

りと管理しながら無事にゴールを切りたいと思っております。

最後になりますが、入会の浅い私が一生懸命幹事と言う職を全うしたつもりでございます

が、何分不慣れな点が多く、解らない事ばかりで、皆様から叱咤激励を頂きながら、何とか

ここまで来れる事が出来ました。これもロータリーの奥深さ、友情に大変感謝しておりま

す。そして、私もここでまた一つ成長できたと感じており、これからもこの想いを若いメン

バーに引き継ぎ、そして平井次年度幹事にも引き継ぎ、このクラブが発展して行くことを願

っております。皆様に心から感謝申し上げまして、残り 1 ヶ月一生懸命頑張りますのでよろ

しくお願いいたします。


