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《本日のプログラム》 8 月 22 日 12：30

普 通 例 会

「地域社会にロ－タリ－を活かそう！！」
《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》
《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

会員卓話

会長 加納 則好

■クラブ事務所■

《次回のプログラム》 8 月 29 日 18：00

夜 間 例 会

幹事 小泉 和史

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

会員増強拡大プログラム

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

ロ－タリ－財団月間プログラム

2011 年 8 月 22 日(月) 第 6 回 通算１９31 回
【点鐘】 坂口副会長
【ロータリーソング斉唱】

「我等の生業」 ソングリーダー：三木会員

【お客様と来訪ロ－タリアンの紹介】
釧路北ＲＣ幹事 田中 和紀 君
釧路ＲＡＣ幹事 小甲
薫 君
【会長挨拶】 坂口副会長
こんにちは。会長挨拶の前に一点、ご報告がございます。昨日、加納会
長のお母様がご逝去されました。お通夜は明日行われますが、詳細は明
日の朝刊に掲載されます。 さて、お盆も開け、ガバナー公式訪問も先週
の１８日に釧路 RC の例会後のガバナーを囲んでの懇親会に小泉幹事と
参加して参りましたが、ガバナーの体調も良さそうで、次の日の１９日の白
糠RCと釧路南RCをもって第7分区の公式訪問は終了致しました。一方、
日本全体に目を向けますと、震災の復興は依然として、順調には進んで
いないようですし、福島第一原発の問題も状況が良くなっているのかいな
いのか、あまり情報が入ってこない状況で、また、経済に関しては、円が
史上最高値を記録し株価も低いままで、日本は危機的状況にあると言って良いのではないかと感じております。にも
関わらず永田町では相も変わらず、次期総理の座をめぐって権力闘争に終始しており、まさに「国民不在」とはこうい
う事を言うのだなと日々感じている次第であります。こういう時こそ、我々ロータリアンがしっかりとした意識を持って、
地に足が着いた活動をしていかなければと強く感じております。来週には加納会長も戻ってこられますので、改めて
皆さまのご協力をお願い致しまして、副会長の挨拶を終わります。

【幹事報告】 小泉幹事
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近隣クラブより会報とプログラムが届いています。
ガバナ－公式訪問の時の写真が出来上がりました、出席され
た会員のみパ－ソナルボックスに入れてありますのでご確認
願います。
北見東ロ－タリ－クラブより創立５０周年記念式典のご案内が
届いております。
本日来訪されている釧路北ロ－タリ－クラブ田中幹事・釧路北
ロ－タ－アクトクラブ小甲幹事様は会員増強のお願いで来訪さ
れています。後ほどお話の方をよろしくお願い致します。

【委員会報告】
○広報委員会
山本会員
ロ－タリ－の友８月号のご紹介
○親睦活動委員会 高木委員長
「ニコニコ献金内訳」
☆奥様誕生
高木会員
【本日のプログラム】

担当 職業奉仕

●会員卓話 ～ 小和田会員
改めましてオワダではなくコワダです。よろしくお願いします。本日は５分
から７分程度お時間を頂戴して、個人的なお話とお仕事についてご紹介さ
せていただきたいと思います。
さて、わたくしの名字を見て、概ねの方々がオワダとおっしゃいますが、そ
れは、皇太子妃・雅子様の名字から言われるのだと思います。記憶が確かな
らば、雅子様は静岡県だったと思いますが、コワダ家のルーツを聞くと新潟
の方面らしく、新潟の村山市の何処かにコワダ駅という無人駅があるそうで、
永い歴史をさかのぼると、オワダ家とコワダ家が同じだったのではないかと
考えてしまいます。私が生まれたのは昭和４８年登別市にて小学校まで過ご
しました。すくすくと成長した私は、中学校より親元を離れ、札幌の東海大四高等学校附属中等部の１期生として入学
し、柔道、水泳とスポーツにいそしんでおりました。が、なぜかしら高校に入ると帰宅部という部活に集中してしまい、
夜な夜な大人の真似事をして遊んでおりました。お巡りさんにお世話にならない程度ですが。大学までエスカレータ
ー式に入学できるものを、なるべく早く社会人になりたい私は大学へ行かず、建築系の専門学校に入学し卒業と同時
に札幌にあるハウスメーカにー勤務し数年お世話になっておりました。
その後家業である弊社本社に数ヵ年就業し、御縁あって釧路に支社を開設しております。おかげさまで近年ぼち
ぼちお仕事させていただいておりますが、振り返りますとすでに１０年という月日が経過しておりました。業務内容は

主に建物等の解体工事と産廃の収集運搬と処分です。釧路市内には大楽毛に中間処理場、北斗には中間処理場と
埋め立て処分場があり、今はもっぱら自社ゴミの受け入れ処分ですが、そのうちに一般企業から排出される産廃も受
け入れられるよう、現在色々と調整させていただいております。この不景気な経済状況の中、建築屋さんが忙しくなら
なければ、我々も大変な業種でありますが、釧路駅前・北大通りの活性化に向けて努力して参りますので、今後ともど
うぞよろしくお願い致します。それではそろそろお時間のようですので、次回機会があるときは、素敵なスピーチをで
きるように取り組んで参ります。本日はご清聴ありがとうございました。

≪釧路北ＲＣ田中和紀幹事≫
釧路北ロータリークラブ、今年度・幹事の田中と申します。今日の私達の訪問に際しましてお力添えをいただいた加
納会長、小泉幹事には心より感謝を申し上げます。また、本日は皆さんの貴重
な例会のお時間をいただきまして大変ありがとうございます。吉田ガバナー補
佐のご協力もいただき７分区の各クラブをローターアクトと一緒に訪問させてい
ただく事になりました。皆さんも御存知の通り、北ローターアクトは今年度、創立
４０周年を迎え、１１月５日に記念式典を執り行います。また、来年５月２６・２７日
にはＲＩ第２５００地区ローターアクトの地区大会をこの釧路で開催する予定で、
ホストを務めることになっております。今年度このような大きな行事がひかえて
いる中、ローターアクトの現在の会員数は９人と聞いております。その内６人が
３年未満でさらに１年未満は４人です。来年小泉会長が卒業ですから会員数８
人となり、いかにローターアクトが危機的状況にあるかおわかりいただけるかと思います。こういう時代ですから、個人
が会費を支払って入会しようという若者がいるはずもありません。 今日私が西クラブさんを訪問させていただいた目
的は、このようなローターアクトの現状をご理解いただき，企業会員の増強に是非力を貸していただければと思いや
って参りました。ボランティア精神を持った健全な青少年の育成に力を注いでいくことが、この釧路の地域発展につな
がる一助になるものと思っております。御協力を切にお願い致します。

≪釧路北ＲＡＣ小甲 薫幹事≫
まず始めに、この長引く不況の中、釧路西ロータリークラブ様に於かれましては当クラブに対し、ご理解・
ご支援いただき、
今年度も助成金を頂戴いたしまして、
クラブ会員一同、
心より感謝申し上げております。
それでは、早速ではございますが、当クラブの現状からお話しさせてい
ただきます 8/1 現在の人数は、男性 4 名・女性 5 名の計 9 名です。卒業
や転勤で年々人数が減ってきたものの、一桁台のスタートは今年度が初
めてです。この 9 名のうち 5 名が 1 年未満の会員、2 名が 2 年未満の在
籍年数で、私もやっと 1 年が経ったばかりでございます。今年度会長を
務めております小泉も卒業年度を迎え、当クラブは厳しい現状におかれ
ております。今年度は創立 40 周年を迎えるだけではなく、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。10 年前の創立 30 周年の際のクラブの人数は 27 名と多
く、40 周年は三分の一の人数で迎えようとしております。このような現状から、釧路西ロータリークラブ様を
始め、釧路市内全ロータリークラブ様に当クラブの会員増強のご協力をお願い申し上げている次第でございま
す。次に、アクトの活動内容についてですが、アクトの理事会は、月に１回原則として 15 日に行われ、会長
を中心に活動方針や議題を協議し、決定しております。

例会は、月に 2 回、原則として 7 日、22 日に行われ、今年度は、平日の例会開始時間が 19 時半、土曜日な
ど特別な例会に関しましては 19 時より開始し、どちらも 21 時までには例会は終了致します。当クラブの例会

は、役員、クラブ国際奉仕委員会、社会専門知識委員会がそれぞれ担当になり、例会に向けて 2、3 回の打ち
合わせを行い施行しております。プラグラムの内容は、自分達が学びたいこと、知ってほしいこと、社会問題、
専門的なものや仕事のことで毎回、あらゆるプログラムで知識向上に努めております。また例会を通じて各委
員会が企画したボランティア活動もございます今年度は、特別養護老人ホームや子供達のための力になりたい
と学園の施設訪問を予定しておりまして、前年度は、古切手の収集や犬小屋を作成し寄付致しました。例会外
でも、チャリティー・フリマーケットの開催や毎年恒例となっております、上半期と下半期に一回ずつ行なわ
れる釧路川の河川敷清掃などの奉仕活動もございます。また、クラブ内はもちろんのこと、他地区のアクター
との交流行事もあり、楽しいこともたくさんございます。当クラブの会員資格は 18 歳～30 歳までの男女で 30
歳を超えてしまうと入会はできません。アクトは、社会にでてからも様々な経験や学習ができ、たくさんの人
と出会うことになりますので、その分だけ成長ができます。早い段階でアクトに入会していただきたいと思っ
ております。実際に一年前までは、私も医療事務という仕事柄、スーツの着用や、名刺交換などをしたことが
ございませんでした。地域の方々と密接に関わったり、このように人前でお話しする機会も全くありませんで
した。ですが、今は努力や成功、失敗を積み重ねていくうちに少しずつ自分自身の成長や自信に繋がっている
ことを日々実感しております。
もし、18 歳から 30 歳までの従業員の方、お知り合いの方、ご家族様の中でご紹介いただける方がいらっし
ゃいましたら、幹事までご一報いただき、次回例会日が 9 月 7 日(水)19 時半よりシーサイドホテルにて予定し
ておりますので、お誘いの上、ぜひ一度いらしていただけばと思います。最後になりますが、このたびは、例
会内の貴重なお時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございました。これからも釧路北ローターアクトクラ
ブをご支援いただければ幸いでございます。

《例会運営委員会 大場委員長》
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