
2017～2018年度 釧路北ロータリクラブスローガン 【クラブ創立 60年に向かって、全会員が主役! !】 

８月９日(水) 本年度第６回（通算 第２８８２回） 

「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

担当/会員増強・維持委員会 １２：３０～釧路プリンスホテル 

 

◆お客様と来訪ロータリアン 

〈お客様〉 

曽 我 晃 芳 様   シー・アイ・アール曽我（株）常務取締役 

松 橋 福太郎 様  （株）松屋 代表取締役専務 

安 田 浩 佑 様  （株）ジャパン・プランニング 常務取締役 

 

〈来訪ロータリアン〉 

澤 田 善 吉 君 （第２６３０地区 岐阜城 RC） 

 

◆メーキャップ 

８／７ （釧路北 RAC） 伊藤 尚嗣君、川村 真一君、平井 昌弘君、山岸 弘典君 以上４名 

８／８ （釧路ベイ RC）宮下 洋介君 

 

◆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 40名 メーキャップ  5名    出席率 58％ 

   前々回の修正出席率   出席者名 48名  メーキャップ 10名   出席率 74％ 

 

◆ニコニコ献金 

・澤田様、３名のお客様、本日はご参加ありがとうございます ～森山 義文君、鈴木 圭介君 

・皆様、今日もどうか宜しくお願い致します ～伊藤 尚嗣君 

・バースデーケーキ頂きました。いくつになっても嬉しいものです ～石井 東洋彦君 

・まっちゃん、曽我さん、安田君、北ロータリーの仲間になりましょうね ～石森 將敬君 

・結婚記念日です。お花楽しみにしています ～北川 健二君 

・曽我君、安田君、松橋君ようこそ北クラブへ ～坂入 信行君、本間 明美さん 

・平井委員長頑張って下さい ～高橋 貢君 

・本日スピーチ頑張ります ～中島 仁実君 

・入会記念日です ～中島谷 友一朗君 

・本日、例会よろしくお願いします。曽我さん、松橋さん、安田さん本日ようこそいらっしゃいました 

～平井 昌弘君 

・ゲストの皆さんようこそいらっしゃいました 

平井委員長、寝坊する所でした。お電話ありがとうございました ～山岸 弘典君 

・本日ダブルで記念日です ～吉田 茂樹君 

 
 
 
 



 

◆会長挨拶 

会長挨拶いたします、先週は成瀨ガバナーによります公式訪問

例会でした、会員の皆様方のご協力によりクラブ協議会、公式訪

問例会、最後の写真撮影まで大変スムーズに進行し、終わること

ができました大変どうも有難うございました。 

さて今月８月からロータリーの特別月間が始まります、今月は

昨年と名称が変わり、会員増強・新クラブ結成推進月間となって

います。 本日は曽我君・松橋君・安田君の３名のお客様が例会

に参加されていますが是非御入会頂いて我々とご一緒にロータリ

ークラブを楽しんでいただきたいと思います。 

私も今年度会長として会費以上の価値を感じるクラブ運営を目指し、新会員入会はもちろんのこと、既存会員

の退会防止も最大限努力していきたいと考えています。  

釧路北 RC の会員でいることで同じクラブ会員の人間性の魅力を感じ、卓話者・卓話内容で自己の成長・会社

の経営のヒントにもつながりますし、奉仕活動の魅力や RC が国際的な奉仕団体であることに誇りを持つことが

できます、また他の RC クラブ会員とのつながりの影響力の大きさも十分実感していただけることは間違いあり

ません。会員お一人お一人が会員増強の重要性を自覚して、釧路北 RC をより魅力あるものにしていく必要と義

務があります。どうぞ会員増強によろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

以上会長挨拶を終わります、どうもありがとうございました。 

 

 

◆幹事報告 

１．８月の残り２回分の出席予定表を回覧しております。 

２．記念日プレゼント希望確認表を回覧しております。 

３．地区大会の出欠のご案内をＦＡＸにて送信しております。 

締切が８月１６日となっておりますので、出欠のご回答をお願い 

いたします。 

４．ＦＡＸにてご案内しました地区補助金事業の亜細亜大学硬式野 

 球部による少年野球教室開催のお知らせを回覧しております。 

多数のご参加をお願いいたします。 

５．８月１６日は休会となっております。８月２３日は、クラブ創立記念アクト合同例会・夜例会となっており

ます。アルコールも多少用意させていただきますので、多数のご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 



◆本日のプログラム「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

入会２年目 青少年委員長 中島 仁実 君のスピーチ 

皆さんこんにちは。平井委員長からロータリーに入って

良かったことという事で、今日はゲストも招いていると言

う事で私なりにロータリーに入って楽しかったことを６分

程度で話させて頂ければと思います。 

まず入会はちょうど 1 年前、昨年のガバナー公式訪問の

時に入会させて頂きまして、ガバナーにバッジをつけて頂

きました。 正直言いますと、入会時は何も知らず、タスキ

を掛けている人が入口の所に立っていたり、全く知らない

世界で私がここにいていいのかとすごく不安に駆られた記憶があります。 

どんどんロータリーのことを知ってくと世界中どこのロータリークラブで出席が義務の言葉が重荷であ

り、仕事柄海外へ行ったりもありますので、どれだけ例会に出席できるのかが序盤ではとても不安でした。

しかしながら、先輩会員に相談したところ、「仕事が何よりも優先」の言葉に少しほっとすることができま

した。 

ロータリーへの意欲が変わったのは昨年の田野委員長率いる親睦委員会の時で、1 つの例会を作るため

にみんなで協力作業をし、一生懸命準備した例会で会員の皆様に楽しんでもらえたことです。 そして委

員会メンバーとの間に凄く堅い信頼関係が生まれました。 

話は変わりますが、私は大学生にホッケー指導をしていまして、技術はもちろんなんですが、大学生に

必ず言うのは大学４年間で同じ目標に向かって一つのことを目指す仲間は大学卒業までだぞと伝えており

ました。社会に出るとそういった仲間はそうそう出来るものじゃない、だから大学時代をアイスホッケー

だけじゃなく色んなことを楽しんでくれと、ずっと伝えてきました。 でも大人になってもこういう仲間

と目的を共にして喜びを共有できることを親睦委員会の活動を経て知ることが出来ました。そのようにし

てロータリーがとても楽しくなりました。 

例会や昨年の IM のためにお酒を飲みながらの打合せも楽しかったですし、例会になるべく出られるよ

うにスタッフに無理を言って定休日も変えました。 例会に出るとその仲間に会えると思うから、積極的

に例会に出ようという意識に変わりました。 

正直、今でも国際奉仕団体ロータリークラブの真の目的などは全くわかってないと思います。 寄付金

がどのように使われているのか、自分がロータリーに参加することでどんな貢献ができているのか。これ

を理解するにはまだまだ何年もかかると思います。 

ただ 1 つだけ自分の中で思っているのが、自分が楽しんで北クラブの活動をすること。 自分が会員の

皆様と楽しんで活動ができれば、もっと良い例会、活動ができると思いますし、私が楽しめば家族も従業

員も喜んで応援してくれると思っています。 そして、会員の信頼関係が強固になり、更に良い活動がで

きるんだと思います。 

そうすればおのずと自分の知らないところで世界のロータリー活動へ貢献していることになってくるの

ではないかと思っています。 

他のクラブの事はよくわかりません。 ただ 1 つ言えるのは、北クラブは経験・知識豊富な先輩とこれ

から釧路を元気にしていくパワフルな若手と、その中間でしっかりと上と下を繋ぐ世代がいてとてもバラ

ンスが取れていて楽しいクラブだと思います。 

是非北クラブへの入会をお待ちしております。 

 



入会２年目 広報委員長 野口 英寿 君のスピーチ 

みなさんこんにちは。 平井委員長の仰る通り、一番最初にやっとけば良

かったと今思いました。 中島さんの素晴らしいスピーチの後に、僕が作っ

てきた原稿を今見直していたんですが、とてもじゃないんですけども難しい

ものがありまして一番最初にやればよかったと思っております。 

はい、話は変わりまして平井委員長からお話を頂きまして、お話をさせて

貰うことになりました。 

ようこそ 3 人の方々、ご見学に来て頂きましてありがとうございます。 

普段から結構顔をあわせる方で全然知らない方ではないということで先

程もお話をさせてもらったんですが、一応釧路北ロータリークラブに入会し

て良かったことというようなテーマでお話をしたいと思います。 

僕が入会したのはですね、昨年の２月と記憶しているのですが、今で 1 年

半ぐらいの入会歴、ロータリー歴ということになります。 

僕が入ったきっかけというのはですね、平井委員長のほうからお声掛けを

頂きまして、釧路北ロータリークラブという所に入会してみないかというこ

とで入会させて貰いました。入会して間もないころはですね、もちろん右も左もロータリーのこともわか

らず来てたっていうのが最初のうちは正直な所なんですが、諸先輩方がですね、きちっと色々ご指導頂き

まして最初に配属になりましたそれこそ平井委員長がいらっしゃる親睦家族委員会に配属になったのが一

番最初の委員会となります。 ロータリーの例会に出席しなきゃ出席しなきゃというよりかは、結構こう

…なんというのでしょう…皆さん優しい方ばかりでですね、先輩も色々と教えてくれるということもあり

まして義務というよりかは自然にここの会場に足を運ぶことが出来た環境というものがですね非常に良か

ったかなと、まだ 1 年半しか経ってないですけどもそういう風に思っております。またさらにですね翌年

度も親睦家族委員会に配属ということになりましてですね、田野委員長率いる親睦家族委員会での活動も

先程中島委員もおっしゃっておりましたが、もっともっと引き続きですね、例会に行って皆で活動するっ

ていうことが楽しくなりましてですね、あの、出席しなきゃというよりかは自然とこの会場に用事がない

限りは来ることが出来たかなという風に思っております。これからのですね諸先輩方のご指導頂きながら

私も含めたですね、その、ご指導頂いている若手でのまた釧路北ロータリークラブを盛り上げていきたい

という風に私自身も思っておりますので、これからも僕自身を宜しくお願いしますと改めていうと同時に

ですね、釧路北ロータリーへのご入会を是非ともご検討頂ければと思いますので宜しくお願い致します。 

以上です。 

 

入会４年目 川村 真一 2500 地区ローターアクト委員会委員長のスピーチ 

皆さんこんにちは。入会 4 年目になります川村と申します。本日は曽我さ

ん、福ちゃん、そして安田さん、ようこそ例会の方へ参加いただきましてあ

りがとうございます。 曽我さんにおかれましては私 5 年位前ですかね、い

ちど会社にお伺いして某青年団体の入会のお誘いをして撃沈した記憶がござ

います。 その頃も私からラブコールを送らせていただいたのですけれども、

当時の曽我さんの役職や立場的にもいろいろありましてその時にはその団体

には入会に至らなかったんですけれども、かといって曽我さんのことを恨む

こともなくその後も一緒にこういった活動できるといいなと、ずっと思って

今日につながったと思います。 ありがとうございます。 そして、福ちゃ

んにおかれましては、商工会青年部で 10 年以上前から知り合いで深く一緒に

活動すると言う事はなかったですけれども、福ちゃんの活動もずっと見てましたし、今年から阿寒町の商

工会青年部の部長も受けられたと言うことで、地域で自分がどう活動するかということも充分お分かりに

なられていると思いますので、ロータリーのほうもお三方皆さんそうなんですけれどもロータリーの素晴

らしさをここで語っても多分わかんないと思うんです。 実際やってみないとロータリーってどういうも



のかって言うのもわからないと思いますし、だめなところを探そうと思っても探すことができないと思い

ます。まずやってみないとわかんないと思うんです。 私も、ロータリーに入りたくて入りたくて入って

きたわけではないんです。 ロータリーのことも入る時は知らなかったですし、ただその時に強引に背中

を押してくれる先輩がいたんです。 そしてここ数年ロータリーに入ってきた方々はおそらく中島谷さん

と、平井さんに強引に背中を押されて入ってきた方々がほとんどじゃないかと思います。 でもそれで僕

はほんとに良かったと思いますしそういう先輩が強く背中を押してくれたから私はこうやってロータリー

に入ってこうやって皆さんと仲良くさせてもらっているわけでありまして、今日お三方に私が伝えたい事

は今もここに来てる時点でロータリーってどんな団体なのかなと言うのはあると思うんです。 

気持ちの中に。 そしてロータリーをやるかやらないかじゃなく、是非どこのロータリーに入るかに悩ん

でいただきたいなと、釧路には多くのロータリーがありまして釧路、東西南北、ベイとあるんですけれど

も、おそらく皆さんどこかのロータリーにはいられることになると思いますので、どうせならこの釧路北

に入っていただいて、きっと入ってもらうとわかります。 嫌だったらやめてもらってもいいんですよね？

会長。あ、ダメですか？入ったからには最後までやってもらうんですけれども、そのかわりちゃんとメン

バーがフォローしますのでまずはやってみていただきたいと思います。 そして強く背中を押してくれる

人に後々感謝することになると思いますから、ぜひこのチャンスを逃さないで欲しいと言うのも一つある

と思います。 そしてこの釧路北はダントツ平均年齢が若いクラブですので、これは北海道や全国的に見

ても若いクラブだと思います。若い人同士楽しめる場面も結構ありますので、そういった部分で一緒に楽

しませていただきたいなと思いますので、まずはご入会おめでとうございます。ありがとうございます。 

 

【例会風景】 

澤田 善吉君             松橋 福太郎様             曽我 晃芳様 

（第２６３０地区 岐阜城 RC）        （株）松屋 代表取締役専務       シー･アイ･アール曽我（株）常務取締役 

  

 

 

 

 

 

 

 

      安田 浩佑様              平井 昌弘君 

㈱ジャパン･プランニング 常務取締役    会員増強・会員維持委員長 


