
2017～2018 釧路北ロータリークラブスローガン「クラブ創立６０周年に向かって、全員が主役」 

 

 

◆お客様と来訪ロータリアン 

・RI第 2500地区 第 7分区ガバナー補佐  漆崎 隆君(釧路ﾍﾞｲ)   ・補佐幹事  渡辺 雅樹君（釧路ﾍﾞｲ） 

 ・釧路   会長 邵 龍珍君  /幹事 後藤 公貴君  ・白糠   会長 美馬 俊哉君 /幹事 大坪 洋一君  

 ・浜中  会長 松村 嗣弥君 /幹事 加藤 勤也君  ・釧路西  会長 松田 正昭君 /幹事 金田 剛君    

 ・釧路東 会長 長谷川 渉君 /幹事 益子 良弘君  ・音別    会長 工藤 勝君  /幹事 荻原 秀一君  

 ・釧路南 会長 上川原 昭君 /幹事 奈良 清成君  ・釧路ﾍﾞｲ 会長 鈴木 敏夫君 /幹事 森 圭一郎君  

 ・釧路北 RAC 会長 中島 裕君  /幹事 斎藤 慎也君 

 

◆出席報告【会員総数 78名 免除 6名 出席計算に用いた会員数 78名】 

本日の出席率     出席者名 50名 メーキャップ 0名    出席率 64.1％ 

  前々回の修正出席率   出席者名 45名  メーキャップ 1名   出席率 58.3％ 

 

◆ニコニコ献金（今年度累計 ５６，０００円） 

・１年間よろしくお願いします ～森山 義文君、鈴木 圭介君、石森 將敬君、廹田 武君、中嶋 嘉昭君 
日比 龍雄君、平澤 利秀君、若林 新君、山岸 弘典君、越後 和恵さん 

・全てのクラブに良き１年でありますように ～石井 東洋彦君 

・１年間皆様本当によろしくお願いします。まじめにやります ～伊藤 尚嗣君 

・森山年度出航おめでとうございます ～大友 淳君 

・今週末お祭りです。ありがとうございます ～菊池 美恵子君 

・森山年度、第１例会を祝して ～北川 健二君 

・森山会長、鈴木幹事、１年間頑張って下さい ～小林 裕幸君、平井 昌弘君 

・各クラブ会長、幹事様ようこそいらっしゃいました。１年間よろしくお願いします  

～坂入 信行君、高橋 貢君 

・会長・幹事の皆様、森山会長、鈴木幹事、１年間よろしくお願いします ～佐渡 正幸君 

・１年間頑張ります。会長・幹事も頑張って下さい ～篠原 恒也君 

・新年度を祝って ～高橋 邦弘君 

・森山会長・鈴木幹事、一緒に頑張りましょう ～中島谷 友一朗君 

・今年１年頑張りましょう ～萩原 昭博君 

・森山丸、出航おめでとうございます。昨年度は皆様お世話になりました ～富樫 孝之君 

・会員の皆様、１年よろしくお願いします ～本間 明美君 

・新年度よろしくお願いします ～松田 有律香君 

・森山年度、出発おめでとうございます ～村井 順一君 

 

 

7月 5日（水）本年度第 1回（通算 第２８７７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 



 

 

 

 

 

◆会長挨拶《森山会長》 

 

本日は漆崎アシスタントガバナーをはじめ各クラブの会長幹事の皆様に表敬訪問をしていただき、大変ありが

とうございます。わたくしもハンマーを先ほど受け取り、クラブ会長としての自覚を改めて持った次第です。 

私は今年度の会長方針を“クラブ創立 60 年に向けて、クラブ会員全員が主役“とさせていただきました。私

たちロータリアンはまさしく職業のプロ集団であり、経営者として地域社会に職業を通して奉仕する集団であり

ます。有能な会員それぞれが脇役に回るのではなく、積極的にクラブの行事に参加していただくことでクラブに

新しいパワーとエネルギーが生まれクラブにとっての次の時代に向う変化がもたらされるものと確信していま

す。新しい会員を常に迎い入れるということはクラブにとって大変重要ですが同時クラブを活性化することで会

員の退会を防止にもつながりますし、クラブにとっての次の時代に向う素晴らしい変化がもたらされるものと考

えます。 

最後になりますが漆崎アシスタントガバナーをはじめ各クラブの会長・幹事、会員の皆様の益々のご繁栄とご

多幸を祈念しまして簡単ではありますが本日の第１回目の例会挨拶を終わります、一年間どうぞよろしくお願い

いたします、どうもありがとうございました。 

 

◆幹事報告《鈴木幹事》 

 

１．活動計画書・分区名簿・ロータリーの友７月号・釧路ベイ RC 創立２０周年誌をパーソナルボックスに入れ

ております。 

２．表敬訪問報告 

７月３日 釧路西ロータリークラブ  

７月４日 釧路東ロータリークラブ・釧路ベイロータリークラブ 

３．今後の表敬訪問予定 

７月６日 釧路ロータリークラブ       ７月  ７日 釧路南ロータリークラブ  

７月８日 釧路北ローターアクトクラブ ７月１０日 音別ロータリークラブ 

７月１４日 白糠ロータリークラブ     ８月２９日 浜中ロータリークラブ 



４．７月２３日 網走にて財団セミナー 幹事・中島谷委員長で出席 

５．上期会費請求書を送付しております 

６．今月のロータリーレート １＄＝１１１円 

７．回覧内容 

・THEロータリアン７月号 

・７月例会プログラム 釧路西 RC・釧路ベイ RC・釧路東 RC・釧路南 RC・浜中 RC 

・活動計画書 浜中 RC 

・ロータリー情報冊子のご案内 

・アクト第１例会のご案内 

・ガバナー補佐事務所より第１４回ロータリー日韓親善会議への参加のお願い 

・大切な人への記念日プレゼント企画 

・HP・SNSの会員・ご家族写真掲載についてのご確認 

・例会出欠予定表 

・市民活動センターわっと会報 

８．浜中ロータリークラブ、ガバナー補佐より御祝  

 

 

 

 

    

RI第２５００地区第７分区            釧路 RC 

ガバナー補佐 漆崎 隆 君（釧路ベイ）      会長 邵 龍珍君 

補佐幹事 渡辺 雅樹 君（釧路ベイ）       幹事 後藤 公貴君 

 

    

白糠 RC                              浜中 RC 

会長 美馬 俊哉君                       会長 松村 嗣弥君 

幹事 加藤 勤也君 

表敬訪問 



    

釧路西 RC                            釧路東 RC 

会長 松田 正昭君                      会長 長谷川 渉君 

幹事 金田 剛君                        幹事 益子 良弘君 

    

音別 RC                    釧路南 RC 

会長 工藤 勝君                        会長 上川原 昭君 

幹事 荻原 秀一君                       幹事 奈良 清成君 

    

釧路ベイ RC                  釧路北 RAC 

会長 鈴木 敏夫君                       会長 中島 裕君 

幹事 森 圭一郎君                       幹事 斎藤 慎也君 


