
2016～2017 釧路北ロータリークラブスローガン「堅実な精神で誠実な奉仕を」 

 
 
 
 

◆お客様と来訪ロータリアン 

◆メーキャップ 

◆出席報告【会員総数 77 名 免除 6名 出席計算に用いた会員数 77 名】 

本日の出席率     出席者名 46 名 メーキャップ   0 名    出席率 59.7％ 

  前々回の修正出席率   出席者名 24 名  メーキャップ   0 名   出席率 31.6％ 

◆ニコニコ献金（今年度累計 ５２５，０００円） 

・本日の年次総会よろしくお願いします ～富樫 孝之君 

・本日の例会よろしくお願いします ～平井 昌弘君 

・工藤隊長、大澤さん、仁木さん、ザンタレ３位おめでとう ～石井 東洋彦君 

・お陰様で B1 グランプリ銅メダル受賞しました。応援ありがとうございました ～工藤 健司君 

・富樫会長、年次総会開催おめでとうございます ～佐渡 正幸君 

・年次総会スムーズな進行を宜しくお願いします ～高橋 貢君 

・入会記念日です。４年目になりました ～多田 洋平君 

・盛り揚げ隊の皆さん、３位入賞おめでとうございます ～中島谷 友一朗君 

・くしろザンタレ B1 グランプリ３位入賞させて頂きました。ありがとうございました ～仁木 久司君 

・本日の年次総会よろしくお願いします ～萩原 昭博君 

・本日の例会よろしくお願いします。明日、誕生日でした ～本間 明美さん 

・①ご無沙汰しております ②社長に就任しました。今後も宜しくお願いします 
③第５班家庭集会が終わりました。皆さんありがとうございました ～本間 弘人君 

・本日の例会よろしくお願いします ～森山 義文君 
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12 月 7 日（水）本年度第 21 回（通算 第２８５０回） 

「年次総会」 
担当/理事会  １２時３０分～釧路プリンスホテル 



 

 

 

 

 

 

 

◆会長挨拶 

 皆さんこんにちは。12 月、師走となりました。早いもので上期最後の月になってしまいました。すごく時の経

つのが早いと感じてビックリしているところであります。 

まず先週の財団 100 周年記念例会、アルコール例会という事もあり改めて寄付を募ったところ 10 万円を超え

る金額となり、皆様には本当に感謝の気持ちで一杯でございます。ありがとうございました。 

また先程、工藤君より話がありましたように B-1 グランプリの釧路ザンタレ、見事全国３位、（56 店中 3 位）

おめでとうございます。高橋はるみ知事にも報告に行くそうでこれからしばらくこの話題で盛り上がるのではと

嬉しい限りであります。また来週のクリスマス忘年会でも食べられるといことで楽しみにしています。 

さて、今日は年次総会ということで次年度の理事を決定するという重要な内容となっております。また次年度

森山年度からの新しい歴史が始まる第一歩の記念すべき日ではないかと感じているところでもあります。理事が

決まるという事は、理事会が組織され、そこでクラブ運営の全てが決まってゆくということなので、今日はとて

も大事な日でございます。 

皆様の貴重なご意見も聞きながらご審議を頂くという事が、これからの北クラブの歴史の一ページにもなると

思いますので、本日はどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

◆幹事報告 

口頭で２点 
① 今週末も歳末助け合い募金活動がございます。先週ご参加された方は大変お疲れさまでした。 
② 来年 6 月のアトランタでの国際大会の早割が 10 日までとなっておりますのでご登録される方はお申し付け

下さい。 
回覧で２点 
① 浜中ロータリークラブ様より 12 月例会のプログラムが届いております。 
② 根室ＲＣ様より 12 月例会プログラムと 11 月例会の会報が届いております。 

 

 

 

 

 



◆本日のプログラム「年次総会」 

 ※富樫会長の進行  

「内規により次年度会長であります森山会長エレクトが指名委員会委員長となり、次々年度会長及び、次年度理

事を選考いたしますので発表いただきます」 

 

 

森山会長エレクトから次年度理事者の紹介 

  

次年度会長を務めさせていただきます森山でございます。次々年度会長予定者を発表させていただきたいと思

います。 

次年度会長エレクト    小林 裕幸君 

副会長          坂入 信行君 

幹事           鈴木 圭介君 

会計           篠原 恒也君 

直前会長         富樫 孝之君 

クラブ管理運営部門理事  大友  淳君 

会員増強会員維持部門理事 泰地 浩幸君 

奉仕プロジェクト部門理事 長内 信辰君 

財団米山部門理事     高橋  貢君 

アカデミー部門理事    中嶋 嘉昭君 

以上が次年度理事予定者となっております。どうぞ宜しくお願いいたします。（満場拍手） 

 

 ※富樫会長進行 

ただいま森山会長エレクトより次年度選考委員会の結果、理事の発表がありました。御異存が無ければあらた

めて皆様の拍手をもって承認させていただきます。（満場拍手） 

 



■次年度理事者の皆様からのご挨拶 

 

 

次年度会長エレクト 小林裕幸君 

 皆様こんにちは、第６１代の会長の御指名をいただきました、小林裕幸でございます。私の年度は次々年度で

すから再来年になります。クラブにとっては６０周年の年であり、皆様方には様々な形でご協力を頂かなければ

ならない年であります。 

若い会員、年数の浅い会員も増えてまいりましたので、若干お時間をいただき自己紹介をしたいと思います。 

私は昭和３８年７月２９日産まれの５３歳です。専修大学を昭和６１年に卒業しまして、釧路商工信用組合に入

社いたしました。今で言う釧路信用組合です。そこで平成３年の冬まで約５年働きまして、その後、父が創業し

た「コバパック」という会社に入社しました。現在２５年経過しました。その間、３２歳の時には釧路青年会議

所に入会し、専務理事、副理事長という役職をいただき、それが終わってからは釧路教育大学の付属中学校のＰ

ＴＡ会長を２期、それから北陽高校のＰＴＡ会長を務めたりしてまいりました。会長と言う職は私はＰＴＡ会長

しかしたことがありませんが、これまでこういった会の中では私はどちらかと言うと支える側の立場を得意とす

る人間でした。このようなお話を頂き、次々年度会長という職をご承認いただきましたので、先頭を切って、一

生懸命頑張っていく所存でございますので、皆さん、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

      次年度副会長 坂入信行君 

 来年は５６歳となり、釧路カントリーではシニアの部類になりますが、森山会長とクラブ運営を助けながら頑

張って参ります！１年間宜しくお願いいたします。 

 



 

次年度幹事 鈴木圭介君 

 歴史ある釧路北ＲＣの幹事をさせていただくことになりました。責任重大で平井幹事の姿を見ていると大変だ

と思います。幹事を引き受けることで自分なりに成長できればと思っておりますので、ご指導御鞭撻をいただけ

ればと思っております。次年度宜しくお願いいたします。 

 

 

次年度直前会長 富樫孝之君 

 直前会長という立場になりますが、先ずは今年あと７ヶ月しっかりと責任を果たしまして今年の四月にアメリ

カで行われました規定審議会で本当に大きな規定の変更がありまして、書類上は変更して参りましたが、内容と

してはまだまだ変更がされていない部分もありますので、来年、森山年度では様々な変更点を活かしていただい

て斬新な、新鮮な年になることを期待しております。まずは残された期間をしっかり務め、スムーズに引き継い

で参りますので、引き続き宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

次年度クラブ管理運営部門理事  大友  淳君 

 森山会長の意向をいかんなく吸収して、各委員会と連携して頑張ってまいりますのでどうぞ宜しくお願いいた

します。 

 

 

 

 次年度奉仕プロジェクト部門理事 長内 信辰君 

 私は去年の１月に入会させていただきまして、ロータリー暦も浅く、まだまだ未熟ではございます。皆さんの

お力をお借りして、ご指導頂きながら一生懸命がんばって参りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 



 

次年度財団米山部門理事  高橋  貢君 

 昭和３２年産まれ、第５５代会長を務めさせていただきました。財団はお金集めと言うところがあると思いま

すけれど、お金を集める財団ではなく、お金が集まる、「みんなでお金を集めよう」という気概が溢れるクラブ

にしたいなと思っていますので、「集める」ではなく、「集まる」というところを皆さんにお願いしたいと思い

ます。来年度どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

  次年度アカデミー部門理事 中嶋 嘉昭君 

 アカデミー部門理事は２度目になります、ロータリー研修委員長は現在務めておりまして、大変縁のある部門

でございます。森山会長エレクトは私がスポンサーをして入会いただいたので、森山エレクトに言われたら逃げ

られないという事で受けさせていただきました。ただ昨年古希を迎えまして、そろそろ体力も落ちてきまして、

退会はしませんが、皆さんと一緒に席を並べて活動はしますが、アクティブに動くのは来年が最後かなと、今は

思っております。森山エレクトの１年間を大切に、活動が評価される一助になれば良いなと思っておりますので、

森山エレクトのことも宜しくお願いしながら、中嶋のこともお願いしたいと思います。来年一年間よろしくお願

いいたします。 

 

森山会長エレクトからの締めの挨拶 

 このメンバーで１年間、理事会を構成して頑張っていきたいと思っておりますけれども、その次年度も６０周

年という大きな事業などを控えております。地区大会ほどではありませんが、非常に大きな事業であります。そ



のためにも来年は新しい会員と古くから居る会員がコミュニケーションをとりながら、わかりあえることが出来

るような、次の年度に渡していける年にしたいと思います。身体は悪いところはありませんが、年をとってきた

という事で体力はもちろんですが、色々なことを頭の中で割愛してしまいます。そういう意味では次年度鈴木幹

事は若いので、その辺はお任せしまして、難しいことはできませんが、歴史と伝統を守りながら先輩方を見習っ

て一年間頑張っていきたいと思います。皆様方一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 


