THE ROTARY CLUB OF KUSHIRO
KUSHIRO WEST 2010～
2010 ～2011（
2011 （ 平成 22 年 ～23 年 ）

釧 路 西 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報
創立 昭和 45(1970)年
45(1970)年 6 月 8 日 承認 昭和 45(1970)年
45(1970)年 6 月 10 日
2010～
2010～2011 RI テーマ

「地域を
地域を育み、大陸をつなぐ
大陸をつなぐ」
をつなぐ」
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【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】 ｢我等の生業｣

ソングリーダー：佐藤 和彦 会員

【お客様と
客様と来訪ロータリアン
来訪ロータリアンのご
ロータリアンのご紹介
のご紹介】
紹介】
国際ロータリー第 2500 地区ガバナー
国際ロータリー第 2500 地区第 7 分区ガバナー補佐
国際ロータリー第 2500 地区副幹事
国際ロータリー第 2500 地区副幹事
東京西ロータリークラブ

柴田
川島
平田
本田
玉山

和明
洋人
利器
美喜男
和夫

様
様
様
様
様

【会長報告】
会長報告】 石川会長
本日はＲＩ第２５００地区 柴田和明ガバナーにおいでいただきありがとうございま
す。先ほどのクラブ協議会におかれましては、具体的なご指導をいただきありが
とうございます。後ほどご講演を頂くようになっておりますので宜しくお願い致しま
す。先週は、野遊会キャンプと会員ご家族の方々に参加をいただきありがとうご
ざいました。８月１５日は終戦の日であります。沖縄決戦では、沖縄島民の死者数
は１５万人といわれ、４人に一人がこの戦いで死亡し、１㎡当たり１トンの鋼鉄の雨
が降ったといわれております。本日９日は長崎に原子爆弾が投下され７４０００人が亡くなっております。この大戦で日
本の戦死・戦病死は１５５万人一般国民の死者数３０万人といわれております。
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ロータリーの綱領第４番目に、『奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間
の理解と親善と平和を推進すること』とあります。この平和への願いを忘れないために終戦の日をもう一度見つめなお
したいものと考えます。
人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること』とあります。この平和への願いを忘れないため
に終戦の日をもう一度見つめなおしたいものと考えます。

【幹事報告
幹事報告】
報告】 三木幹事
１．７月のロータリーレート １ドル＝88 円
２．ガバナー事務所より、「2013－14 年ガバナー指名案提出の件」「意義ある業績賞にチャレンジを」の
案内が届いております。
３．釧路市より平和講演会開催の案内が届いております。
４．北クラブよりアイスホッケー「ロータリー杯」観戦の案内が届いています。
５．近隣クラブより会報等が届いています。

【委員会報告】
委員会報告】
≪クラブ奉仕委員会≫ 田村 委員長
・地区大会出席案内は 8 月 13 日締め切りとなっております。

≪親睦活動委員会≫ 山本 委員長
・野遊会において、本当にあった怖い話の御礼を八村会員へ致します。
・本日のニコニコ
柴田ガバナーより御祝いをいただきました。

【来訪ロータリアン
来訪ロータリアンご
ロータリアンご挨拶】
挨拶】 東京西ロータリークラブ 玉山 和夫 様
東京西ロータリークラブ会員でありました藤山一郎さんが、作詞作曲しまし
た西ロータリークラブの歌を、全国にある西ロータリークラブの歌として、
採用していただきたくテープを持参しましたのでお聞きください。
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【本日の
本日のプログラム】
プログラム】

『柴田ガバナー講話』

担当：理事会

≪柴田ガバナーのご紹介≫ 国際ロータリー第 2500 地区第７分区 川島ガバナー補佐
柴田ガバナーは、今日の公式訪問で 25 番目です。残り 40 ですが、お体に気を
付けて頑張っていただきたいと思います。
柴田ガバナーは帯広西ロータリークラブですが、すばらしいのは 1982 年以来
100％の出席を続けていることです。今日の協議会でもお分かりの通り、とてもま
じめで、まっすぐな方で、この地区のリーダーとしてふさわしいガバナーだと感じ
ております。 それでは講話を、お願いいたします。

≪柴田ガバナー講話≫
今日は早朝より会長幹事会、そしてクラブ協議会と大変内容の濃い当クラブの方
針を聞かせてもらいました。大変参考になりました。
今年は RI 会長が申し上げている通り、過去にはロータリアンに対するテーマが
とても多かったのですが、今年は外に向かってロータリアンとしてどうあるべきか
と、訴えていただきたいと言っております。特に職業奉仕を中心に社会奉仕との
連携、またクラブ奉仕、国際奉仕との連携が大切だと言っております。われわれ
にとってもその通りだと思います。
地域社会に向けてロータリアンとしての活動を通じて、どうあるべきかと問われ
ております。RI 会長方針では国際奉仕において、識字率の向上、疾病の予防、ポリオが大きく含まれております。識
字率の向上において、世界に 8 億とも 10 億とも言われる字の読めない方が居ります。国によって大きな差があります
が、国民の半分が読めないという国もありまして、その割合は女性が非常に多いといわれております。家庭において
の教育がその国を動かすとも言われておりますが、その家庭の母親が字を読めないと言うことは、とても大きな国家の
マイナスであると考えます。われわれロータリアンとして、できる範囲内の支援をしなくてはならないと思います。ポリ
オにつきましても継続事業としまして、もう少しです。資金援助をしなくてはなりません。日本にある米山の支援につき
ましても、継続事業として行っていかなくてはなりません。当クラブにおきましては、すでに財団、ポリオ、米山と、とて
も計画性のある支援体制を発表しておりまして、すばらしいと思います。
2500 地区の方針は月信で表現させていただいておりますが、今後世界的に人口は 100 億に近づくとの予想があり
ます。日本の人口は北海道では、100 万人減との予想が出ております。それに伴い、われわれのクラブの運営に支障
をきたすかわかりませんが、人口減につきましては増強との意味においてプラスとは思えません。20 人前後の小クラ
ブがまだまだ増えると思います。そのときに 2500 地区としてはどうあるべきかと言うと、小さなクラブを入れて各分区単
位で手を取り合い、大きな課題に取り組んでいかなければならないと思います。
分区単位でのロータリアン同士の意思疎通が一本化されてきますと、たとえクラブが 10 人になっても消えていくと言
うことは、ありえないと思います。社会奉仕事業におきましても、小さなクラブへ出かけて応援してあげることが、大き
なクラブには大切なことだと思います。この西クラブも会員数は 30 人以上なので決して小さなクラブではありません。
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小さなクラブの立場を考えながら、手を取り合ってともに行動をとってあげて欲しいと思います。
クラブ内のことで言いますと、会計の問題、増強の問題と様々な問題があると思いますが、会員がひとつになって運
営にあたってください。特に寄付金につきましては、いくらしなさいとは言いません。クラブの中でできる最大限の支
援をしていただきたいと思っております。西ロータリークラブは、非常にまとまったクラブだと思います。このたびは川
島補佐に大変お世話になりました。これからのクラブ運営を頑張っていただきたいと思います。今日は、ありがとうご
ざいました。

≪謝辞≫ 三宮パスト分区代理
公式訪問はクラブに対して大変な行事であります。会長、幹事はじめほっとして
いることと思います。古い話ですが私が幹事のとき、公式訪問が終われば、後は
自由に親睦で騒げばよいとよく言われました。クラブができた時、私は会場監督
をさせられましたが、会場監督は会長幹事よりずっと偉いから我慢して 1 年やれ、
と言われたことを思い出しました。今日あらためてガバナーよりそういった話を聞
きまして、やはりクラブの例会を仕切るのは会長幹事であると同時に、会場監督
なのだと痛感しました。かつて当クラブも2つに分けようかと言うぐらいの勢いがあ
りましたが、今では市内クラブのほうから、クラブを統合するべきでないかといった発言も聞きます。しかしそれは、会
員減少につながるのではないかと思います。各クラブの特色というものがあるので、その特色を生かしながら、たとえ
ばミニクラブになって 10 名になってもロータリークラブとして、やっていかなければならないものがあると思います。そ
れには社会奉仕、地域に対してどのようなことをすればいいのかと、これからの西ロータリークラブの大きな課題だと
思います。ガバナーにおかれましては、体に気をつけまして残りの公式訪問を無事終えられることを、また地区大会
が成功に終えられますよう祈りまして、本日のガバナー講話に対しましての謝辞といたします。ありがとうございまし
た。

≪会長謝辞≫ 石川会長
柴田ガバナーに対しましては、ご講話をいただきまして大変ありがとうございます。
ミニクラブに対して大きなクラブが何をできるかと、われわれ西クラブに方針を示していただいたものと考
えております。私たち西クラブも活動方針を一点に絞って進めたいと考えております。
先ほどのSAA の話ですが、
1 時30 分までに例会を終了するようにというのは、
SAA からの指示であります。
これが一番厳しい指示でございまして、今日は時間内に終了するものかどうかとても不安でして、食事の時間
をつめさせていただきました。その為、ゆっくり食事が取れなかったことを皆様にお詫び申し上げます。
今日は東京西ロータリークラブの玉山様においでいただきまして、西ロータリークラブの歌の提供をいただ
き、バナーもいただきました。そしてガバナーより RI の国際バナーもいただきました。
本日はあわただしい時間の中で例会を進めさせていただきましたが、どうもありがとうございました。
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≪地区大会ご案内≫ 平田第 2500 地区副幹事
皆様を歓迎できますように準備を進めております。たくさんの参加をお待ち
しております。

『クラブ協議会』
≪柴田ガバナーへの質疑応答≫
井岸パスト会長より
１． 規定審議委員会での出席免除会員についてどのようになっているか。
２． 手続き要覧は上期に発行されるのか。
３． GSE について。
≪柴田ガバナーより≫
手続き要覧はほぼ出来上がってきていると思いますが、8 月か 9 月には発行されるとの情報です。出席免除
に対しては最終的にどのような表現になるかわかりませんが、各クラブの細則の中で思いやりのある考え方で
行ってほしいと思います。
ライラにつきましては、あまりに莫大な費用がかかる、集まる生徒全員が参加資格に該当しているのか、と
言った点におきまして検証の時期としました。決して廃止しようとしてのことではありません。また、ロータ
リアンは生徒を送って帰ってしまう。本来ライラセミナーは、ロータリアンもともに行動すべきではないかと
思います。その点も見直されるべきだと思います。かつて、チミケップにおいて行われたセミナーが、本来あ
るべき姿だと思います。
GSE についてですが、GSE から研修委員会へと名前が変わった中で、今後行われると思います。
≪柴田ガバナー講評≫
先ほどより各委員長の発表がありました。その前に会長幹事会を別室にて行いました。私の方針で、このたびの会長
幹事会は 3 名で行っております。
当クラブの石川会長方針が RI の方針を取り入れ、また 2500 地区の方針を取り入れ、特に西ロータリークラブとして、
釧路の地域に密着したすばらしい計画を持っています。点数で言いますと 200 点といってもいいくらい、計画書の中
に濃縮して表現されています。私は何も言うことがないと思います。
クラブ協議会におきまして各委員長の方針を聞きましたので、その中で少し触れさせていただきます。
クラブ奉仕について、頭においておく必要があるのが 4 大奉仕といってきました。CLP の中においてもこれは変わり
ありません。新世代委員会が 5 大奉仕に入りましたので、大きな奉仕が 5 つあると言うことを頭においてください。クラ
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ブ奉仕とは、自分のクラブの中に向かって活動する奉仕委員会であると言うことも頭においてください。また、後４つ
の委員会は、外部に向かって活動するといった点を頭において計画を立てると良いと思います。
例会運営委員会について、出席率の向上を図りたいとの点ですが、出席率を上げるためとはいえ、職業によっては
出席できない場合がありますので、十分理解してあげなければならない問題もあります。例会出席が大事な理由をオ
リエンテーションによって、何度も説くことも大切です。出席率を上げるために、オリエンテーションに重点を置いてく
ださい。決して新しい会員だけでなく、会員みんなで参加し研修するのが大事だと思います。また、新しい会員から
学ぶべきことも多いはずです。入会する人もリーダーです。新しい人と同じ目線で研修していくと言うことが大切です。
そうすることにより出席率向上、退会防止につながります。
職業奉仕委員会について、職業奉仕の意義を説いていただきたいと思います。日本人は職業奉仕をとても大切に
しております。自分の職業に対する倫理観を勉強していかれると良いと思います。
社会奉仕委員会ですが、クラブの奉仕の中心は社会奉仕だと思います。何が中心かと言うと、地域社会奉仕です。
地域を忘れて海外に支援に行くのを、得意になっているクラブもあります。国際奉仕も大切ですが、一番中心になる
のは自分たちの住んでいる地域社会です。これに対する奉仕活動が一番大切だと思います。市民や企業を巻き込ん
での奉仕活動を行う時代だと思います。そうすることによって、クラブを大きく表現することができます。また大きなクラ
ブが小さなクラブへ行って、一緒に社会奉仕を行うことが、ロータリーを表現することにつながると思います。それが
汗を流す広報にも、つながっていきます。お金をかけることだけではありません。それがロータリーを理解してくれる
大きな要素となります。そして会員増強にもなるのです。
国際奉仕委員会について、当クラブは財団、米山、ポリオにとても協力的で既に金額も出しておりまして、すばらし
いと思います。今年、米山は 800 名の留学生に資金援助することになっております。未来を背負っていく青少年に資
金援助することによって、日本に対する友情の橋が架かります。既に米山の奨学生の中には、立派な方がおります。
韓国の日韓大使もそうです。そういった方がたくさんいることによって、未来の日本のためにもなると思います。今後も
継続して協力をお願いしたいと思います。
ポリオですが、大詰めに来ております。ゲイツ財団が合計 3 億 5500 万ドル寄付してくれました。その代わりロータリ
アンの皆様からは、2 億ドル集めていただくことが条件です。現在、ロータリアンは 1 億 4000 から 5000 万ドルに達し
ております。各クラブのできる範囲でかまいません、もう少しですのでよろしくお願いします。
韓国との友好には、調印してまいりました。マッチンググラントと韓国の学生研修交換が入っておりましたが、両方と
も削らしていただきまして友好だけにしてまいりました。地区資金が不足なため、検証期間とさせていただきました。
2013 から 2014 年度は、未来の夢計画になってまいりますから、現在は、世界で 100 クラブがプロジェクトに参加して
データーを取っております。日本では 6 クラブが参加しております。来年以降に公表されると思います。
会場監督ですが、私が国際協議会に出席した時に、とても勉強になりました。RI の会長と言えども SAA に従わなけ
ればなりません。SAA には、とても権限があります。会長幹事以上の権限を持っていることをご理解ください。他のクラ
ブへ行かれると、SAA の行動が良くわかります。ロータリアンとしてなぜ例会に出席するのかと言うと、自分を律するた
めにロータリアンになったはずです。その人たちが、来客が来ても対応のできない人は、基本的な問題だと思います。
SAA は自信を持って、良い形を作っていただきたいと思います。
最後に、どうかロータリアンのクラブらしいものを創っていただきたいと思います。そして、ロータリアンらしいムード
を持ったクラブ運営をしていただきたいと思います。
以上を持ちまして私の講評とさせていただきます。長時間にわたり、ご協力いただきましてありがとうございます。
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≪会長謝辞≫
早朝より会長幹事懇談会、及びクラブ協議会と長時間にわたり誠にありがとうございました。今までにないガ
バナー公式訪問で、とてもわかりやすい言葉でのご説明、ご指導でした。会員の活動に有意義な言葉になると
思います。また、連日の公式訪問に加えまして例年にない暑さで、疲労の蓄積もあると思います。お体に十分
気をつけられ、全クラブの公式訪問が無事終了しますことを、会員一同祈念申し上げまして御礼の挨拶と致し
ます。本日は誠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》
８月９日 在籍数 ３２名
出席免除者
出席者 ２７名
欠席者
７月３１日 修正出席率 ５６．３％

５名
５名

会報委員長：
委員： 加藤

副委員長：
佐藤 雅之

櫻田
精二

美香
八村

弘英

出席義務者 ２７名
出席率
７１．９％
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斎藤
小泉

静枝
和史

「編集：佐藤雅之会員」

