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「地域を
地域を育み、大陸をつなぐ
大陸をつなぐ」
をつなぐ」

《本日のプログラム》 7 月 5 日 12：30

《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》

普 通 例 会

《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

ハンマー・バッジ交換、会長就任挨拶

会長 石川 俊二

幹事 三木 克敏

■クラブ事務所■

《次回のプログラム》 7 月 12 日 18：00

夜 間 例 会

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

クラブアッセンブリー 出航式、理事・委員長就任挨拶

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2010 年 7 月５日(月) 第 1 回 通算 1884 回
『ハンマ－
ハンマ－伝達式・
伝達式・バッジ交換及
バッジ交換及び
記念品贈呈』
交換及び記念品贈呈』
例会に先立ちまして、ハンマーの伝達とバッジの交換を行
います。
また、石川会長
石川会長より山本前会長
山本前会長・
石川会長
山本前会長・佐藤前幹事の１年間のご
佐藤前幹事
苦労に対しまして、感謝の意を込め、記念品を贈呈いたしま
す。

【点鐘】
点鐘】 石川会長
【ロータリーソング斉唱
ロータリーソング斉唱】
斉唱】 「君が代・奉仕の理想」
【お客様と
客様と来訪ロ
来訪ロ－タリアンの
タリアンの紹介】
紹介】
国際ロ－タリ－第２５００地区第７分区ガバナ－補佐

川島 洋人 君

国際ロ－タリ－第２５００地区第７分区ガバナ－補佐幹事

佐藤 和彦 君

国際ロ－タリ－第２５００地区第７分区ガバナ－補佐副幹事

佐藤 雅之 君

釧路ロ－タリ－クラブ

会長

尾越 弘典 君

幹事

舟木

博

君

釧路北ロ－タリ－クラブ

会長

三原 克也 君

幹事

泰地

浩幸

君

白糠ロ－タリ－クラブ

会長

石森 伸夫 君

幹事

大坪

洋一

君
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釧路東ロ－タリ－クラブ

会長

草島 守之 君

幹事

佐藤

公俊

君

釧路南ロ－タリ－クラブ

会長

木内 治彦 君

幹事

菅井

紀之

君

釧路ベイロ－タリ－クラブ

会長

黒木

君

幹事

若狭谷 圭司 君

釧路北ロ－タ－アクトクラブ

会長

北川 裕士 君

幹事

小林

満

美穂

君

【会長報告】
会長報告】 石川会長
◇会長就任挨拶
本年度、会長をおおせつかりました。石川でございます。三木幹事ともども宜しく
お願いいたします。
本日、釧路西ロータリークラブ第一例会スタートに当たりまして。前年度、山本秀
樹会長そして佐藤和彦幹事には本年度に支障なく引継ぎが出来ましたこと、感
謝申し上げます。
国際ロータリー第２５００地区川島ガバナー補佐、幹事、副幹事、各クラブの会
長・幹事さんには本日、表敬を頂きましてまことに有難うございます。
Ｒｉ会長のレイ・クリンギンミス氏は今年のテーマを『地域をはぐくみ、大陸をつな
ごう』と発表されました。又、柴田和明ガバナーは『職業倫理を育み地域社会に
向けてロータリーを生かそう』を掲げております。当、西クラブは、『ロータリーを
地域社会に向けて』をテーマに掲げました。
今まで継続してきた活動を見直すとともに広く深く社会に向けて何が出来るかをもう一度考え、そして行動をしてゆきたい
と考えております。又、今年度は会員数３１名のスタートとなりましたが、より深い結束をを以ってロータリー活動を推進したく
存じます。
又、７月２日の大楽毛海岸ハマナス植栽につきましては、釧路南ロータリークラブ様への表敬訪問のため欠席になってし
まいましたことお詫びいたします。
今年度一年、会員皆様のご協力のほど宜しくお願い致します。

【幹事報告
幹事報告】
報告】 三木幹事
本年度 1 年間、幹事を担当させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
・ 会員名簿とクラブ活動計画書をパーソナルボックスに配布してございます。ご確認下さい。
・ 7 月 1 日に釧路クラブ、2 日に南クラブを表敬訪問させていただきました。また、釧路新聞社・北海道新聞にも訪問させ
ていただき、2 日の釧路新聞に掲載されております。

【委員会報告】
委員会報告】 ○新陸活動委員会
ニコニコ献金
ニコニコ献金
◎その他

第１
１回例会・通算 1884 回例会

川島ガバナー補佐・石川会長・三木幹事
1 年間よろしくお願いします。

◎ビジター 釧路クラブ・釧路北クラブ・白糠クラブ・釧路東クラブ・
釧路南クラブ・釧路ベイクラブ・ロータアクト
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【祝杯】
祝杯】 三宮分区パスト分区代理
会食前の乾杯の音頭を取らせていただきます。
今日、七分区のそれぞれの会長・幹事さん、またローターアクトの幹事さん、
西クラブの第１例会においで頂きましてありがとうございました。
特にお願いしなければならないことは、回り番と言うと大変失礼ですが、順
番で西クラブからガバナー補佐として川島洋人君が出ました。色々な形で協
力頂かなければガバナー補佐の役職は務まらない訳ですが、どうか会長・幹
事さん、またローターアクトの幹事さん、今後共よろしくお引き回しの程お願い
申し上げます。
それでは、各クラブの益々のご発展と皆様の健勝を祝して乾杯の音頭を取り
たいと思います。

【本日の
本日のプログラム】
プログラム】

『ガバナ－補佐、各クラブ会長挨拶』
◇第７分区ガバナ－補佐

担当：理事会

川島 洋人 君・幹事 佐藤 和彦 君・副幹事 佐藤 雅之 君
皆様、こんにちは。改めまして、今年度西クラブの皆様の後押しでガバナ
ー補佐という大役を仰せ付かりました。皆さん心配だったのか、うちのクラブ
の左右の両エースの補佐の補佐としてＷ佐藤君を付けて頂きまして心より
感謝申し上げます。分区代理から数えまして私が六代目の大役となります。
三宮・張江という二人の大先輩が現役でおりますので、私の至らぬ点は必
ずフォローして頂けるものではないかと確信しております。
それから、今年度の分区内の各クラブ会長・幹事さんは比較的年齢も近く、
本当にロータリーを真剣に取り組んでおりまして、ロータリアンとしても素晴
らしい方々ですので、うちのクラブの会員の皆様、どうぞご安心をして頂き
たいと思います。

私は柴田 2500 地区ガバナーの信条の『職業倫理を育み地域社会にロータリーを生かそう』の決意の下、地区活動目標の
実現のための努力をしていきたいと思っております。
ロータリーを取り巻く環境は大変厳しい状況でありますが、各クラブの独自性を尊重し、地区とクラブそして七分区のクラブ
のパイプ役として、実りのあるロータリー年度になるように努めさせて頂きます。また、ガバナー補佐を出すクラブとして、や
らなければならないことが色々と出て参りますので、是非会員の皆様の協力をお願いする次第であります。
石川会長、三木幹事、そして西クラブの会員の皆様、どうぞご支援の程よろしくお願い申し上げまして、私の表敬訪問の挨
拶にさせて頂きます。一年間どうぞよろしくお願い致します。
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◇釧路ロ－タリ－クラブ

会長 尾越 弘典 君・幹事 舟木

博 君

こんにちは、釧路ＲＣ第７４代会長を仰せつかりました、越越弘典です。隣
にいるのが、女房役の 幹事 舟木 博です。どうぞ、一年間よろしくお願い
いたします。
７月１日釧路クラブの第一例会に、足元の悪い中、川島ＧＢ補佐・佐藤和
彦補佐幹事・佐藤雅之補佐副幹事・石川会長、三木幹事の皆様に表敬をい
ただき、さらに励ましのご挨拶をいただき こころから、お礼を申し上げま
す。
昨年挙行されました 創立４０周年記念式典 山本パスト会長、張江実行
委員長 はじめ 皆様 大変ご苦労様でした。５０周年に向けて更なるご活
躍をご期待申しあげます。
いままで、２度の第７分区の会長・幹事会が行われ、川島ガバナ－補佐を中心として 大変 なごやかな会議が行われて
います。この雰囲気を保ちながら、一年間各クラブと協力しながらロ－タリ－活動を行っていきたいと思います。
今年度、釧路クラブの基本方針を「ロ－タリ－を知り ロ－タリ－を広めよう」と定め、私の信条であります「小さなことほど丁
寧に 当たり前のことほど真剣に」をこころして、クラブ運営を行ってまいりますので、一年間よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、川島ＧＢ補佐・佐藤和彦補佐幹事・佐藤雅之補佐副幹事・石川会長、三木幹事さんのご活躍と釧路西
ＲＣ皆様のご健勝をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

◇釧路北ロ－タリ－クラブ

会長 三原 克也 君・幹事 泰地 浩幸 君
今年度、北ＲＣ会長を務めます三原克也です。一緒に参りましたのは幹
事の泰地浩幸君です。よろしくお願いいたします。まず西ＲＣさんに於か
れましては、昨年は創立４０周年を成功裏のうちに終えられまして、１９７０
年設立以来、幅広い分野にわたり、地域に根ざした奉仕活動を積極的に
展開され人作りまた町作りに多大に貢献されておられることに敬意を表し
ますとともに、さらに５０年６０年と、次のステップに向けて歩み続けて行っ
ていただきたいと思います。親クラブとしましても、これからも少しでも、
お役に立ちたいと思っております。また今年度西クラブから２５００地区第
７分区より川島ガバナ－補佐を排出されております。私たちには、はかり
知れない重責であると思いますが、お体に留意されましてご活躍されま

すよう願っております。
今年度北クラブテ－マを、不易流行といたしました。この熟語は、一昨年のＩＭの特別公演で渡辺好政元ＲＩ理事が、ロ－タリ
－の不易流行を話されていたのをヒントにさせていただきました。変えてよいもの、変えてはならないもの、という意味です
が、ロ－タリ－活動のなかでこの言葉を問いかけながら一歩前へ進む一年でありたいと考えております。
結びになりますが、石川会長・三木幹事の活躍と西クラブ会員皆様のご健勝をお祈りし、表敬のご挨拶とさせていただきま
す。貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。今年１年よろしくお願いいたします。
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◇白糠ロ－タリ－クラブ

会長 石森 伸夫 君・幹事 大坪 洋一 君
一言ご挨拶申し上げます。今年度白糠ＲＣの会長を仰せつかりました、石
森伸夫です。そして幹事の、大坪洋一です。不慣れなもの同士ではござい
ますが、１年間宜しくお願いいたします。今年度、石川会長、三木幹事、そ
して、会員の皆様にお世話になるかと思いますがよろしくお願いいたしま
す。
以前、私どものクラブで、大坂敏治さんに、白糠まで、出向していただき、
卓話をお願いした事がございます。その節は大変ありがとうございました。
今期、西クラブさんにおかれましては、川島洋人ガバナ－補佐、佐藤和彦
幹事補佐、佐藤雅之補佐幹事を、排出され益々のご活躍と大変お喜び申し

上げます。昭和３５年、道内３３番目のクラブとして誕生をし、以来、５０年の歩みを続けてまいりました。この５０年間の世相
は、経済成長、オイルショック、破壊、リ－マンショック、末曾有の不況、そして、少子高齢化社会、とめまぐるしく変化してま
いりましたがそんな中、今期、５１年目の第１歩を、歩みだす訳でございます。白糠ＲＣも一時期、四十数名の会員を有した
事がございますが、現在は２１名と活動そのものも厳しい状況の中、むずかしい舵取りを追われております。西クラブさんと
しては、平成９年頃より数年、ゴルフを通じて親睦を図ってきました。当時白糠クラブのゴルフ愛好者は２２名で西クラブさん
は３０名位いたと記憶しています。個人戦、団体戦で競い、賞品は、白糠産の秋サケでした。多い人で３本くらいもって帰っ
た人もいました。大変盛り上がった親睦の事業でした。時代の流れでしょうか、高齢化の波、不況の波と、退会者に歯止め
がきかず、今現在、ゴルフ愛好者はわずかです。大変残念に思っています。今は亡き、城地さん、菅原正二さんとご一緒し
た事が大変懐かしく感じられます。柴田ガバナ－も地方クラブについて語っておりましたが、我々、小クラブは、それなりに、
小回りの利点を生かして、積極的に地区の目標等に対応し、地区大会、ＩＭ等々に参加し、親睦を深めたいと考えておりま
す。私たちを取り巻く、社会の機能化、組織化が極端に変曲し、進むにつれて、個々の人間が益々疎外され、連帯感が希
薄になってきたように感じられます。その中で、ロ－タリ－の存在は大変貴重であると考えております。国際ロ－タリ－の
益々の発展を目指し、微力ではありますが、参加協力してまいりたいと考えています。今期より、白糠ロ－タリ－クラブの例
会場が北海道銀行から、社会福祉センタ－に変更になり、メイキャップ等、大変しやすくなりましたので白糠にお越の節は
是非立ち寄って、親睦を深めていただきたいと思っております。終わりになりましたが、釧路西クラブさんの益々の発展と会
員皆様方のご健勝をご祈念申し上げ挨拶と致します。 今後ともよろしくお願いいたします。
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◇釧路東ロ－タリ－クラブ

会長 草島 守之 君・幹事 佐藤 公俊 君
只今ご紹介頂きました東ロータリークラブの草島でございます。私の後ろに
控えますのが佐藤幹事でございまして、ご覧の通り体格の良い佐藤幹事で
ございまして、大変私も心強く思っているところでございます。このメンバー
で皆様方と一年お付き合いさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い致し
ます。
そしてまた西ロータリークラブにおきましては、今回第七分区内におきま
して足手まといになるかもしれない当クラブを含めまして、先頭に立ち、そ
してまた指導に当たって頂きます川島ガバナーはじめ、佐藤幹事、副幹事
の佐藤両幹事を含めまして大変心強く思っているところでもございまして、

至らぬ私共をしっかりと引っ張っていただければ大変ありがたいと思います。更には、ご苦労と言うか輩出する西ロータリー
クラブのメンバーが、それだけしっかりとした体制が構築されているということでもございましょうし、そういう意味では私共も
今年一年、足を引っ張らないような形で皆様方と一緒に進めて参りたいと思いますので、どうか今年一年皆様方にご指導頂
けますことをお願い申し上げ、短い時間ではございますが、お礼と今年一年のお願いのご挨拶をさせて頂きます。ありがと
うございました。

◇釧路南ロ－タリ－クラブ

会長 木内 治彦君・幹事 菅井 紀之 君
今年度釧路南ロータリークラブ会長をさせていただきます木内です。隣におり
ますのは、女房の菅井幹事です。一年間どうぞよろしくお願い致します。今年度、
第 7 分区の会長では最年少の会長ではないかと思っております。他のクラブに
迷惑を掛けないよう、一年間自分なりに頑張って行きたいと思っております。今
年度、釧路南ロータリークラブの最重点目標を会員増強を掲げており、一会員一
名の新会員を目標に次年度創立30周年事業を成功させる道筋を作りたいと思っ
ております。また、釧路西ロータリークラブには石川会長をはじめ、多くの素晴ら
しいロータリアンがおりますので、会長方針が達成出来ると信じております。
一年後、石川丸が無事に帰港できるよう、祈っております。
簡単素地ではありますが、会員皆様のご健勝と、クラブの発展をご祈念いたしま

してご挨拶とさせて頂きます。ありがとう御座いました。
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◇釧路ベイロ－タリ－クラブ

会長 黒木

満君・幹事 若狹谷 圭司 君

2010－2011 年度くしろ西 RC の第一回例会おめでとうございます。
釧路ベイ RC 会長を務めることになりました会長の黒木と幹事の若狭谷圭司
です、一年間宜しくお願い致します。最初に前年度はベイ RC から輩出い
たしました葭本正美ガバナー補佐に対します多大なるご協力を頂き、更に
はベイ RC がホストクラブとして担当致しました RI2500 地区第７、第８分区別
海RC との合同IM 開催に対しましても本当にお世話になり有難うございまし
た。又、明輝高校インターアクトクラブへの負担金に対しても有難うございま
す。先週若狭谷幹事と明輝高校インターアクトクラブの今年度第一回通常
例会に出席致しましたが、松本新会長の話などしっかりしているなーと感じ
ました。更に旭川地区大会報告では会員それぞれの感想報告を行いましたが、他地区の IAC との交流で色々な考え方が
あり勉強になった、色々な事業に取り組む研究をしたい等活発な意見発表がなされ成果が表れている事を実感致しました
改めてお礼申し上げます。釧路ベイ RC は平成 9 年 5 月創立した一番若い RC ですが、創立に当たっては西 RC を母とす
る親クラブになって頂いて、５人の方にベイRCチャーターメンバーとして移籍して頂いた関係もあり、今日はスポンサークラ
ブ訪問で緊張しております。
又、今年度、西 RC は川島ガバナー補佐を輩出され大変ご苦労も多いと感じますが、１年間十分健康に留意され活動致し
私共クラブに対しまして、ご指導の程宜しくお願い致します。
結びに石川会長、三木幹事、川島ガバナー補佐と両佐藤補佐幹事様の今後益々のご活躍と、会員の皆様のご健勝ご多
幸を心からご祈念申し上げまして、表敬訪問例会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

◇釧路北ロ－タ－アクトクラブ

会長 北川 裕士 君・幹事 小林 美穂 君
皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、今年度、幹事を務め
ます 小林 美穂です。よろしくお願いします。本日は、会長 北川 裕士は
仕事のため、欠席させていただきました。表敬訪問のあいさつを預かって
まいりましたので、代読させて頂きます。昨年度に引き続き会長を務めるこ
とになりました、北川 裕士です。本年度もどうぞよろしくお願いします。
まず初めに、貴クラブにおかれましては、毎年の助成を頂き、クラブ会員
一同、深く御礼申し上げます。また日ごろより、温かい目で当クラブの活動
を見守っていただき、ありがとう御座います。ロ－タ－アクトクラブは、専門
知識開発、指導力の開発、奉仕プロジェクトの３つを基本として、バランスを

取りながら学びや経験を交流し、人間的成長の場としていくことです。その意義を意識し、今年度のテ－マは、会員間共に
学び、行動し、成長し合うことを意識した活動を目指し、共に育つと書き「共育」としました。釧路北ロ－タ－アクトクラブ４０年
の歴史から感じるのは、いつも様々なことに挑戦し続けていることです。アクタ－だからこそ、クラブを通じて出来る活動が
あります。それを生かし、地域社会に目を向けて、地域に役立つ活動の展開をしていくこと。地域の方・市民団体等とのネッ
トワ－クを形成し、よりクラブ活動が地域の方々に見えるように進めていきます。今年度は９名とのスタ－トとなります。互いを
尊重し合い、濃い仲間形成を深め、実りある場として、クラブの機能を十分に使わせていただきたいと思っております。最後
になりましたが、釧路西ロ－タリ－クラブ様の益々のご発展と、会員皆様のご健勝をご祈念申し上げ、表敬訪問の挨拶と代
えさせていただきます。今年度も１年間、どうぞよろしくお願いします。
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《石川会長謝辞》
石川会長謝辞》
本日はご多忙中のところ、各クラブの会長さんより表敬と励ましのお言葉を頂き、心より感謝申し上げます。
それぞれの会長・幹事さんも仕事を放り投げてのこの二週間だと思いますが、各クラブとクラブのジョイント役として、少し
でもお役に立てればという熱い思いでやっておられることと思います。
私達、釧路西ロータリークラブの会員一同、他クラブにおいてお手伝いすることがあれば、馳せ参じ、協力させて頂きま
すことをお約束致します。本日はまことにありがとうございました。

《例会運営委員会 佐久間 委員長》
委員長》
７月５日 在籍数 ３１名
出席免除者 ６名
出席者 ２６名
欠席者
５名
会報委員長：
委員： 加藤

櫻田
精二

美香
八村

弘英

出席義務者 ２５名
出席率
８４％

副委員長：
佐藤 雅之
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斎藤
小泉

静枝
和史

「編集： 櫻田会員」

