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《本日のプログラム》 6 月 27 日 18：00

《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》

夜 間 例 会

《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

石川丸帰港式

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 ４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

ハンマ－伝達式・バッチ交換・会長就任挨拶

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2011
2011 年 6 月 27 日(月) 第 42 回 通算 192
1925 回
【点鐘】 石川会長
【ロータリーソング斉唱】

「四つのテスト」

ソングリーダー：金田会員

【会長挨拶】 石川会長
本日が会長として最後の挨拶となりました。先週のＩＭ開催につきましては、会
員の皆さまのご協力によりまして、成功裏に終了することができました。まことに有
難うございます。その夜のガバナーとの会食の席でも、がんばってよくやってい
ただきましたとお褒めの言葉をいただきました。21 日には東日本地震災害への
義援金を釧路新聞社へ持参いたしまして、日本赤十字へ届けていただくよう、お
願いして参りました。クラブにとりまして、皆さんに残念な報告をしなければなりま
せん。田村愿康会員と木村忠司会員の退会届が提出されました。数度の慰留を
お願いしたのですが、翻ることなく先週の理事会でやむなく承認の運びとなりま
したことを報告いたします。会長として会員の減少を食い止められなかったことに対しまして、皆さんにお詫び申し上
げます。次は少しだけいいお話です。川島洋人ガバナー補佐が 7 月 1 日釧路総合病院を退院される運びとなりまし
た。病状が好転し例会へ早く戻られることを期待いたします。これで今期最後の会長挨拶を終わります。
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【幹事報告】 三木幹事
•
•
•

第 2500 地区 美幌 R/C 牧野パストガバナー訃報の連絡
7 月ロータリーレート 1 ドル＝82 円
ガバナー事務所より災害義援金ご協力のお礼 地区義援金合計額
18,497,095 円

【委員会報告】
○例会運営委員会 大場委員長
７月プログラムのご案内
親睦活動委員会 小泉副委員長
「ニコニコ献金内訳」
☆入会記念 田村会員・中村会員
☆奥様誕生 川島会員
☆その他 石川会長・三木幹事・川島会員・田村会員
（お世話になりました）

【本日のプログラム】

担当 理事会

●石川丸帰港式
＜開会のご挨拶・乾杯の音頭・・・三宮パスト分区代理＞
まず、退任される方々に一言だけお礼申し上げたいと思います。石川会長は非
常に和やかで穏やかな方でございまして、色々問題があっても表面に出さない
立派な方です。この期末に入って２人の方が退会されたことが非常にショックで
大変だったと思います。IM を見ましても、色々な事情があったにしろ 12 人の方が
欠席されたということでも、石川さんは大変だったと思います。今週の金曜日に川
島君が退院するようでございますけれども、この席に川島君がいれば本当に和
やかな帰港式だったと思います。それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
今年度、大変ご苦労されました石川会長はじめ、役員、理事、それぞれの分野の
委員長さん、本当にご苦労様でした。またそれぞれの会員の立場でご協力賜ったことにつきまして、厚くお礼申し上
げる次第でございます。本当に長い間大変ご苦労様でした。ありがとうございました。乾杯！
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◎石川丸理事ご挨拶
＜谷口職業奉仕委員長＞
何はともあれ、先ほど田村会員が退会されるという残念な話を聞きまして、いつ
も張江さんに”ほどほど”と言われているのですが、”ほどほど”の会員がこんなに
長く居ていいのかな？と。田村会員のように、本当にロータリーに精通されていて
立派な会員が先に退会されるというのは、何だか私も申し訳なく感じております。
ノンポリの会員を一年間支えていただいて、職業奉仕の理事を全うすることがで
きました。これも皆さんの協力の賜物だと思います。一年間ありがとうございまし
た。

＜佐藤雅之社会奉仕委員長＞
おつかれ様でした。私、社会奉仕委員長になりまして、両脇を大場さん、坂口さ
んに支えられて、大場さんには献血活動をしていただいたり、ハマナスの植栽等、
色々していただきましたし、坂口さんにはバレーボール、柔道となかなか会員の
集まらない中、苦戦させて申し訳ございませんでした。ありがとうございました。石
川さん、来年一年間は親睦委員ということで、僕も親睦なので、どうかまた一年間
お手伝い下さいませ。一年間おつかれ様でした。

＜佐藤和彦会計理事＞
皆さん、お晩でございます。無事に石川会長・三木幹事の年度が終わったこと
を本当に嬉しく思っております。一年間おつかれ様でした。私、会計の理事という
ことで、三木幹事から来た請求書を支払という形でやらせていただきまして、ロー
タリーの一年間のお金の流れが改めてわかった一年であります。本当であれば、
今年一年間カレーをいっぱい食べた中で、どれ位お金が浮いたのか、ちゃんと
皆さんに報告できなかったのが非常に残念です。加納年度・会計の櫻田さんに
は、今のクラブの現状はこうですよというのを常に皆さんにお知らせしていただき
たいなとつくづく思いました。それと現年度、ガバナー補佐の補佐幹事もやらせていただき、一年間二足のわらじで
したが、７分区のガバナー補佐・川島さんがこのように 12 月に入ってから体調を崩されて、IM であったり、会長・幹事
会であったり、正直言って大変ではありましたけれども色々勉強させていただいた年ではないのかと思います。各ク
ラブの調整役をやらせていただいて色々な７分区のロータリーメンバーと知り合いになることができました。これを何
かの形で活かして、今後のロータリー活動をがんばって行きたいと思っております。一年間、本当にありがとうござい
ました。
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＜加納会場監督＞
毎日のように例会のたびにカレーライスばっかりという結果になってしまいまし
た、SAA の加納でございます。次年度は、そういうことがないと思います。加藤さ
んが副 SAA で一緒にやっていただいて色々教えていただきました。本当にお世
話になり、ありがとうございます。本当であれば、年度が明けてからお話したいと
思ったのですが、先ほど三宮パスト分区代理のお話でちょっと感じたのですが、
実は張江パストガバナー補佐の時も IM をやらせていただいて、改めて今回 IM
の副実行委員長をやらせていただき、このクラブの素晴らしさは、やはり三宮さん
を筆頭に古い方々が出て来ていただける、来られないに係わらず、DNAって僕は言うのですが、それがこのクラブに
はあるのかなと、この前の IM でものすごく感じました。そういうものを継承していく意味でがんばろうと思います。一年
間ありがとうございました。

＜三木幹事＞
実は私、本日6月27 日が入会記念日です。4 年前の今日、入会させていただき
ました。出航式の際にも申し上げたと思いますが、石川会長とは 26 年来お付き合
いをさせていただいております。当時通っていたバイク屋の社長が石川会長と懇
意ということで、まだ学生だった私を可愛がっていただいたものです。クラブの入
会に際して、「いいから入れ！」「俺が言っているんだから、黙って入れ！」「お前
のためにもなるんだから入れ！」と問答無用に石川会長に迫られて入会を決意し
た次第です。そういった関係で、石川さんが会長をやる時には私が幹事をやると
公言していたのですが、石川さんは「まぁ、しばらくはないから安心しろ」と常々言っていたので私も安心していました。
しかしご存知のように予想外の展開によって、私が幹事を買って出ることになったという次第でありました。色々と勉強
にもなりましたし、とても楽しかったです。できの悪い幹事ではあったと思いますが、一年間、本当にありがとうござい
ました。

＜石川会長＞
本当に一年は早かったです。会員の皆さまのご協力によりまして、ガバナー公
式訪問から IM まで一年間の、全てのスケジュールを終了することができました。
この一年間で一生分の挨拶をしたような気がいたします。しかし、残念なことは、
今年度 3 名の方の退会を出してしまったことです。それぞれに事情があってのこ
とではあると思いますが、思いとどませることができなかったことにつきましては、
会長として、責任の重大さを感じております。でも、今年一番嬉しかったことが一
つあります。これは本当にうれしかったです。それは、坂口会員が会長ノミニーを
引き受けてくれたことです。坂口会員にとっては、たぶん寝耳に水の状況であったと思います。｢何で自分なのか、理
解できないと｣しかし、坂口さんはストレートにノーかイエスしかないという二者択一で考えると、イエスしかありませんと
応えてくれました。女性の方には申し訳ありませんが、実に男気を感じさせてくれました。坂口さん本当にありがとうご
ざいます。東日本地震災害が一番の出来事でありましたこの一年ですが、この災害の年を日本のスタートとしようとい
うフレーズが巷を飛び交っております。しかし、両親を失った子ども達にとっては、不幸の始まりなのではないのでし
ょうか。私達は、このいずれ日の当たらなくなるであろう子ども達に大人になるまで陽を当ててゆく責任があると思いま
す。私達、ロータリアンが、これからなさねばならぬことがここにあるように思います。妙な退任挨拶となりましたが、一
年間ありがとうございました。
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＜閉会のご挨拶・・・井岸パスト会長＞
石川さん始め、一年間本当におつかれ様でございました。色々なことがありまし
たけれども今回は石川丸の帰港式、そしてまた IM 実行委員会の関係の皆さま方、
本当におつかれ様でした。早速、二次会が待っているそうでございます。皆さま
で二次会へよろしくお願い致します。小泉副委員長に代わりまして、お願い申し
上げます。
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《例会運営委員会 佐久間 委員長》
委員長》
６月２７日 在籍数 ３１名 出席免除者 ６名
名誉会員 １名
出席者
２３名
６月１９日 修正出席率 ６０．５％
会報委員長： 櫻田
委員： 加藤 精二

美香
八村

弘英

出席義務者 ２５名
欠席者
８名

副委員長：
佐藤 雅之

6

斎藤
小泉

静枝
和史

「編集：櫻田会員」
出席率 ７４．２％

