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《本日のプログラム》 7 月 4 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－伝達式・バッチ交換

会長 加納 則好

幹事 小泉 和史

■クラブ事務所■

《次回のプログラム》 7 月 11 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

加納丸出航式

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2011 年７月４日(月) 第１回 通算１９２
通算１９２6
１９２6 回
【ハンマー伝達式・バッジ交換】

加納会長、石川直前会長、山本会場監督

【記念品贈呈】 加納会長、石川直前会長、三木直前幹事

【点鐘】 加納会長
【ロータリーソング斉唱】 「国歌」
「奉仕の理想」

ソングリーダー：真岩会員

【お客様と来訪ロ－タリアンの紹介】
国際ロータリー第２５００地区第７分区
ガバナー補佐 吉田潤司 君 ガバナー補佐幹事
釧路ＲＣ
五明正吉 君
幹事
釧路北ＲＣ
能登信孝 君
幹事

西村智久 君
甲賀伸彦 君
田中和紀 君
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白糠ＲＣ
釧路東 RC
釧路南ＲＣ
釧路ベイＲＣ
釧路北ＲＡＣ

野村宣彦 君
河原田雄一君
長倉巨樹彦君
植原元晴 君

幹事
幹事
幹事
幹事
幹事

石森伸夫
川上 登
佐藤玄史
渡辺雅樹
小甲 薫

君
君
君
君
君

【会長挨拶】 加納会長
本年度、釧路西ロータリークラブの会長を仰せつかりました、加納則好でござ
います。幹事の小泉和史君共々よろしくお願いいたします。まずは今年度第 1 回
の例会にあたりまして、前年度石川俊二会長、三木克敏幹事には本年度に支障
なく引き継ぎができましたことに感謝とお礼を申し上げます本日は、今年度釧路
西ロータリークラブ、第 1 回目となります例会に、RI2500 地区第 7 分区、ガバナー
補佐吉田潤司様はじめ、分区内のクラブの会長、幹事様、そして北ローターアク
トの皆さまにおかれましては、大変お忙しい中ご来訪をいただき、まことにありが
とうございます。前年度、西クラブから川島洋人ガバナー補佐を輩出させていただき、皆さま方には大変お世話にな
りました。また佐藤和彦、佐藤雅之の両補佐幹事も他クラブの皆さまには大変お世話になりました。そして去る 6 月 19
日の IM の開催にあたりましては、7 分区の皆さま方の熱いご支援とご協力をいただき、成功させていただきましたこと
もあわせましてこの場をお借りしまして、心より感謝と御礼を申し上げます。RI 会長カルヤン、バネルジー氏は「こころ
の中を見つめよう、博愛をひろげるために」と発表されました。また増田一雄ガバナーは「地域社会にロータリーを活
かそう」を掲げられました。当西クラブは「みんな生き活きロータリー」をテーマに掲げました。現在私たちの周囲には
あまりにも多くの課題が山積しており、必ずしも明るい展望だけではありません。このような時にこそ地域のロータリア
ンとして「地域社会にロータリーを活かそう」を実践するべきと考えております。今年度 1 年、会員皆さまのご示唆、ご
協力のほどよろしくお願い致します。

【幹事報告】 小泉幹事
本年度一年間幹事をさせていただきます小泉です。どうぞよろしくお願い致します。

・ 第７分区会員名簿、クラブ活動計画書、会員書などパ－ソナルボックスに
配付してあります。
・ ７月１日に釧路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、北海道新聞社にも訪問しております。
・ ７月のロ－タリ－レ－トは１＄＝８２円でございます。
・ ７月１３日にガバナ－公式訪問に向けて会長・幹事会が開かれる予定で
ございます。
【委員会報告】
○地域発展委員会
佐久間委員長
はまなす群落修復事業について
○親睦活動委員会
高木委員長
加納丸出航式について
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【本日のプログラム】

担当 理事会

●ガバナー補佐、各クラブ会長・幹事挨拶
２０１１～２０１２年度国際ロータリー第２５００地区
＜第７分区ガバナー
分区ガバナー補佐
ガバナー補佐 吉田潤司君＞
吉田潤司君＞
この度、２０１１～２０１２年度国際ロータリー第２５００地区第７区分ガバナー補
佐にご指名いただきました、釧路ロータリークラブの吉田です。どうぞよろしく
お願い致します。 ２０１１～２０１２年度国際ロータリーテーマ「こころの中を見
つめよう 博愛を広げるために」を受けて増田ガバナーは、地域社会にロータ
リーを生かそう！！」を地区の目標に致しました。増田ガバナーは、地区協議
会のスピーチの中で、『ロータリークラブの原点である例会の活性化をすること
が地域社会にロータリーを活かす道につながっていく。例会を重視し、会員増
強を図り地域社会にロータリーを活かしたい。』と話されました。 この目標を会長幹事会、各クラブ訪問時を通じ分区
内クラブに理解を深めていただきますようパイプ役に徹して１年間頑張って参ります。本年も会員増強・退会防止が重
要課題として取り上げられておりますが、この課題を少しでも達成するために、ロータリーの意義・目的を再確認し、会
員基盤の維持・拡大を図るためにも多くの方にロータリーライフの楽しさを知っていただき、ロータリーという垣根を取
り払いロータリーに興味を持っていただけるよう努力し、会員増強を最も大きな目標として参ります。私の所属しており
ます釧路ロータリークラブでは、例会での会長のあいさつの中で折に触れ、現在の会員数と目標会員数を話し、クラ
ブ皆で会員増強をしようとしております。「会は増強しなければ必ず衰退する。」と言われます。各クラブには、当然各
クラブの会員増強方針がありますが、目標会員数を定め、現在の会員数を認識することにより、全員で会員増強に取
り組んでいただきますようお願い致します。私はロータリークラブにかなり長い期間在籍しておりますが、ロータリーに
対する知識も乏しく決して皆さんの先頭に立っていく力量も持ち合わせておりませんが、この度ガバナー補佐に指名
されましたので、少しでも皆さまのお役に立てるよう頑張って参ります。皆さまのご協力をお願いし、私のご挨拶とさせ
ていただきます。

＜釧路ＲＣ
釧路ＲＣ 会長 五明正吉 君＞
こんにちは、今年度釧路ロータリークラブの会長を仰せつかりました五明と申し
ます。隣にいるのが１年間女房役として幹事を務めていただきます甲賀伸彦君で
ございます。どうぞよろしくお願い致します。
西クラブさんにおかれましては、前年度川島ガナバー補佐を輩出し第七分区
にとって非常に大事な立場を全うされ、またインターシティミーティングにおきまし
ても無事成功裡に終えられたということで、川島パストガバナー補佐をはじめ役
員・会員のご努力に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
私どもも本年度は吉田ガバナー補佐と共に、ＩＭなど７分区における事業展開を進めるわけでございますが、西ク
ラブさんにおかれましては間近の経験者として是非、ご指導ご協力をいただければと存ずる次第でございます。
最後に、西クラブ様の益々のご発展並びに会員皆さまのご健勝を心よりご祈念申し上げまして、表敬訪問のご挨拶
に代えさせていだだきます。一年間よろしくお願い致します。
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＜釧路北ＲＣ
釧路北ＲＣ 会長 能登信孝 君＞
本年度、釧路北ロータリークラブの会長を務めることになりました能登です幹事
をお願いしました田中と共に、この一年間よろしくお願い致します。
東日本大震災は各地に甚大な被害を与えました。私は建築関係の仕事をして
おりますが厳しい状況になりつつあります。会員の皆さまと共に地域の活性化に
何ができるか考え「地域発展に貢献」のテーマで一年間クラブ運営をしたいと思
っています。 本年度北ロータリークラブには行事はありませんが、北ローターア
クトクラブは１１月５日に創立４０周年記念式典と来年５月２６、２７日にローターアク
トの地区大会があるので、各クラブ皆さまにご協力をお願いしなければなりませんので、よろしくお願いします。
この一年間吉田ガバナー補佐のご指導のもとに、また貴クラブの協力のもとにクラブを運営したいと考えております、
最後に、貴クラブのますますのご隆盛を祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。

＜白糠ＲＣ
白糠ＲＣ 会長 野村宣彦 君＞
皆さん、こんにちは。今年度会長になりました野村と申します。横に居りますの
は前会長で、この度は私を助けてくれることになりました石森幹事です。
以前、私が会長をしました時は、こちらの張江さんがガバナー補佐の時でした。
この年は大坂国際大会が開かれ、会長をなさっていた谷口さん、張江さん方と一
緒に参加をしましたので、親しみの持てるクラブと思っています。ロータリーに在
籍１６年目になりますが、まだまだ未熟ですので、石森幹事と力を合わせ頑張りた
いと思います。どうぞこの１年、よろしくお願い致します。

＜釧路東ＲＣ
釧路東ＲＣ会長
ＲＣ会長 丸山敏徳 君 代読 副会長 河原田雄一 君＞
今年度、東ロータリークラブ会長を仰せつかった丸山でございます。年度のス
タート、会長にとって最初の仕事である、表敬訪問に出席できないこととなり、西
ロータリークラブの皆さまには、大変申し訳なく、心よりお詫びを申し上げます。
私ども東ロータリーは、創立が昭和４６年７月１３日で、今年でちょうど４０周年を迎
えます。この節目の年に、会長の舵取り役を仰せつかり、大変光栄に感じると同
時に、身が引き締まる思いでございます。そもそも、東ロータリーの生い立ちが、
私ども太平洋グループにとって深い関わりがあり、その関係から、諸先輩の厚い
配慮のもと、大事な記念の年に会長の大役をいただいたと思っております。ロータリーに入会してまだ日が浅い私で
すが、精一杯頑張って参りたいと思っております。今年度、我々釧路東ロータリークラブは、カルヤン・バネルジーＲＩ
会長、増田ガバナーの掲げたテーマに沿って、自分自身の心の中をもう一度見直し、家族を大事にし、職業奉仕を
通じ、地域社会に溶け込み、連携を深めて参りたいと思っております。地域の方々、そして加納会長・小泉幹事始め、
西ロータリークラブの皆さまのご協力を仰ぎながら、この一年間頑張って参りますので、よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、西ロータリークラブ様の今後、益々のご発展と今日御参会のロータリアンの皆さまのご健康を心よ
りご祈念申し上げ、表敬訪問の挨拶と致します。
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＜釧路南ＲＣ
釧路南ＲＣ 会長 長倉巨樹彦 君＞
皆さん、こんにちは。私は、今年度、釧路南ロータリークラブの会長を務めます
長倉です。後ろに控えておりますのは、佐藤玄史幹事です。一年間、よろしくお
願い致します。当クラブは、ベイクラブさんの次に若いクラブで、ベイさんが北、
西クラブの合併でできたことを考えますと一番若いとも言えます。また、私自身、
ロータリー歴今年度で７年目と知識も経験も他のクラブの会長と比べると不十分な
部分も多々ありますので、色々とご指導くださいますようお願い致します。今年度、
当クラブの方針は、「地域を知り、感じ、楽しもう」とし、今までにやったことのない
プログラムを取り入れ、自分たちの住むこと道東の歴史や地理をもっと知り、豊富な自然の食や観光を体験し会員、
家族一緒に楽しもうということです。それにより、他の地域の人たちへこの道東の情報発信により観光産業に少しでも
役に立つことができるのではないか？楽しい例会が会員増強につながるのではないかと考えております。夜間例会
も月 2 回とすることとしております。夜間が２回といっても 2 回ともお酒が入るということではなく、1 回は通常の例会で
は時間がなく、できなかったプログラムをやっていく予定です。夜間例会場は、ＭＯＯの舞鶴や、ラスティングホテル
をメインで考えておりますので、メイキャップの際は、ご確認のうえお越し下さい。また、当南クラブは今年度30 年を迎
えます。福井実行委員長のもと、来年 6 月に記念式典を開催する予定です。追って詳細をご連絡させていただきます
が、全員登録をお願いすることもあるかと思います。その際は、よろしくお願い致します。最後に、今年度、貴クラブ加
納年度がすばらしい年度となりますよう、お祈り申し上げ、表敬の挨拶と致します。ありがとうございました。

＜釧路ベイ
釧路ベイ RC 会長 植原元晴 君＞
私は今年度釧路ベイ RC 会長を仰せつかりました植原です。市内の昭和で耳
鼻咽喉科を診療しておりますが、平成 11 年 5 月に開業し同年の 8 月に RC に入
会して 12 年になります。ロータリー歴はそこそこ長いのですが、今まで大変不勉
強で過ごしてきましたので各クラブの会長さんとは見劣りするかもしれませんが、
これから懸命に頑張らせていただきますのでよろしくお願いいたします。
わがクラブは現在会員数が 20 名でありここ 2 年間は新入会員はおりません。
会員増強が喫緊の課題となっておりますが厳しい経済状況もありなかなかうまく
いかない状態であります。市内で唯一夜例会を行っているクラブでありますので、もし昼は忙しくて出席できないが夜
なら時間が取れるような方がいらっしゃいましたら、是非お声掛けしていただければ幸いでございます。
また今年は 3 月に東日本大震災が起こり、東北地方はもとより日本各地に大きな損害を与えました。私たちの第 7
分区も漁業被害にあわれた方、原発の事故に伴う観光などの風評被害など大きな影響を受けた方々もたくさんおら
れます。今年の増田ガバナーが申しておられましたが被害にあわれた方々をロータリアンとしていかに手助けできる
か、そして身近な地域にどのように奉仕できるか、わがクラブも「ロータリーの奉仕の精神を広げよう」をテーマに、吉
田ガバナー補佐の御指導、ご鞭撻のもと、貴クラブの皆さま方と共に 1 年間がんばっていきたいと考えております。
最後に貴クラブの会員皆さまの御多幸、御発展を祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。

＜釧路北ＲＡＣ
釧路北ＲＡＣ 会長 小泉典子 君

代読 幹事 小甲 薫 君＞

皆さまこんにちは。今年度、釧路北ローターアクトクラブ会長を勤めさせていた
だきます小泉典子と申します。よろしくお願い致します。 本来であれば私がこの
場でご挨拶申し上げるところでございますが、仕事のためお伺いできず、幹事の
小甲より代読させていただきます。 まず始めにこの長引く不況の中、貴クラブに
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おかれましては毎年の助成金をいたき、クラブ会員一同、大変感謝申し上げております。本当にありがとうございます。
今年度の釧路北ローターアクトクラブですが、会員数はスタートが 9 名ということでついに一ケタ台となってしまいまし
た。ですが一人ひとりが自分たちの役割をしっかり理解し、常に努力し取り組むことができる会員達です。1 年後には
今よりも成長した姿が見られることと思っております。釧路北ローターアクトクラブは、１９７１年１０月１３日に創立され、
今年度で４０周年を迎えることとなりました。これもひとえにロータリークラブ様のご支援ご厚情の賜物と心より御礼申し
上げます。今年度のクラブテーマは、“段階的”“一歩ずつ進む”という意味の『Step by Step』とし、私はこのテーマ
に２つの想いを込めました。努力と成功・失敗を“一歩ずつ”積み重ねていき、その小さな１つ１つを各会員の成長に
つなげ、クラブの“大きな一歩”にすること。“毎月の例会・日々の打合せ”こういったことを“段階的”に行い、“自分た
ちなら出来る！”という自信をつけ、挑戦する気持ちを持つこと。アクトには様々な個性を持つ会員が在籍しており、１
人１人成長のスピードも違います。だからこそ『Step by Step』＝“一歩ずつ進む”事を大切にしていきたいのです。
今年度は創立４０周年を迎えるだけでなく、第３８回地区大会のホストを勤めさせていただく年でもあります。ご参加
いただく皆さまに心を込めた“おもてなし”と釧路の魅力が沢山詰まった“プログラム”をご用意出切る様、努力して参り
ます。今年度は７月９日土曜日が当クラブの第一例会となっており、第二例会が７月２３日土曜日、親睦ボーリング例
会となっておりますので、もしお時間のあります会員の方がございましたら、お誘い合わせの上、是非いらしていただ
ければと思います。その際に、もし１８歳～３０歳までのお知り合いの方、従業員の方、ご家族様がいらっしゃいました
ら、一緒にお誘い合わせの上ご参加いただければと思います。私ども、心をこめたおもてなしをさせていただきます
ので、よろしくお願い致します。アクト活動における会員の成長には目覚しいものがございます。アクトにご入会いた
だければ、社会人としてより一層成長することができます。このように、社会に出てからも様々な経験が積める貴重な
場所である釧路北ローターアクトクラブをこれからも応援していただければと思っております。
最後になりましたが、釧路西ロータリークラブ様の益々のご発展と会員の皆さま方のご健勝をご祈念申し上げ、表
敬訪問のご挨拶とさせていただきます。本年度も１年間、よろしくお願い申し上げます。

＜加納会長謝辞＞
加納会長謝辞＞
本日はご多忙の中、吉田ガバナー補佐はじめクラブ会長様より、大変ご丁寧なそして心温まるご挨拶をいただき、
まことにありがとうございます。西クラブには 42 年の歴史と、色々なロータリー学問を教授してくれるたくさんの先輩が
おられます。その中での会長職を務める 1 年間は、自分にとりましてロータリーでの最高の勉強の場になると思って
おります。諸先輩のご指導を仰ぎながら、自分らしさを表に出して 1 年間頑張っていこうと思います。また本年度第 7
分区は吉田ガバナー補佐を中心に大変よい雰囲気の中で会長、幹事会をスタートされました。分区内各クラブのお
互いの絆を深め、友情を育む年度にしたいと思っております。
本日はまことにありがとうございます。

《例会運営委員会 大場委員長
大場委員長》
委員長》
７月 ４日 在籍数 ２８名 出席免除者 ６名
名誉会員 １名
出席者
２２名
会報委員長： 金田 剛
委員：
櫻田 美香

真岩

出席義務者 ２２名
欠席者
６名

副委員長： 中川 陽市
勝司
大場 恵治
小泉
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「編集：金田会員」
出席率 78.6％

和史

