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《本日のプログラム》 1 月 30 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》

ゲスト卓話(西村智久様)

会長 加納 則好

《次回のプログラム》 2 月 6 日 12：30

幹事 小泉 和史

■クラブ事務所■

普 通 例 会

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

世界理解推進月間プログラム

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2012
2012 年 1 月 30 日(月) 第 25 回 通算１９
通算１９50
１９50 回
【点鐘】 加納会長
【ロータリーソング斉唱】 「四つのテスト」 ソングリーダー：真岩 会員

【お客様と来訪ロ－タリアンの紹介】
RI 第 2500 地区第 7 分区ガバナー補佐幹事

西村 智久様

【会長挨拶】 加納会長
皆さまこんにちは。振り返りますと昨年の７月以来、会長を仰せつかりましてちょうど７ヶ
月が過ぎようとしております。７ヶ月経って前を見ますとまだ５ヶ月ありますけれど、次年
度に向けてまだまだやらなければならないことを、改めて気を引き締めてやっていこうと
思っています。
私事ですが先週の木曜日から横浜へ行って参りました。土曜日にちょっと時間がありま
したので鎌倉の鶴岡八幡宮へ行って厄払いをして参りました。身が清められた思いがし
てとても清々しい気分になりました。残りの任期・今年一年、気を引き締めて参りたいと思います。
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【幹事報告】 小泉幹事
① 2012 年 2 月のロータリーレートは 1 ドル 78 円です。
② 国際ロータリー第 2500 地区より日本人親善朝食会のご案内が届いて
おります。
③ 確定申告用寄附金領収証を会員皆さまのパ－ソナルボックスの方に入れ
てありますのでご確認の方よろしくお願い致します。
④ 近隣クラブからプログラム及び会報が届いております。
【委員会報告】
○例会運営委員会 佐久間副委員長
2 月プログラムのご案内
○親睦活動委員会
高木親睦委員長
「ニコニコ献金内訳」
☆入会記念
鶴田 曠貴 会員
谷口 次雄 会員
☆奥様誕生
谷口 次雄 会員
☆結婚記念
鶴田 曠貴 会員

【本日のプログラム】 担当 クラブ奉仕

●会員卓話
《坂口クラブ奉仕委員長挨拶》
本日はクラブ奉仕担当の例会ということで、講師に釧路ロータリークラブの西村ガバナー補佐幹事をお招きして、現
在のガバナー補佐幹事の、また、西村さんは 2006-2007 年度にクラブの幹事、さらに青年会議所時代に理事長も経
験しておられますので、組織の様々な立場からの経験談をお話ししていただきたいと思います。それでは卓話に先
立ちまして、西村さんの略歴をご紹介させて頂きます。
西村 智久 様
昭和 35 年 9 月 13 日生まれ
釧石工業株式会社 代表取締役
2001 年 釧路ロータリークラブ入会
2003－2004 年度 副幹事
2006－2007 年度 幹事
2010－2011 年度 副会長
そして今年度ガバナー補佐幹事に就かれております。
それでは西村さんよろしくお願い致します。
2

≪ガバナー補佐幹事

西村 智久 様≫
本日、釧路西 RC にお招きいただきありがとうございます。本年度、第 7 分区吉田潤司
ガバナー補佐の幹事を勤めています、釧路 RC の西村智久と申します。釧路西 RC の加
納会長、小泉幹事には平素よりご協力いただき、感謝致します。
本日はクラブ奉仕委員会の坂口副会長より、ガバナー補佐幹事としてクラブ奉仕につ
いての講演依頼で伺いました。と言っても、私は青年会議所を卒業してロータリークラブ
に入会しまして12年目になります。ロータリークラブについての講演は初めてであります

し、諸先輩の多い釧路西 RC においてロータリークラブを語るなどとは 10 年早い気がいたします。 そこで、ほかのク
ラブである釧路RCの幹事経験を通じてのロータリー談を語ることで、釧路西RCの皆さまの何かの参考になれば幸い
に思います。
私は、2002～2003 小船井ガバナー年度、小川ガバナー補佐の副幹事、2003～2004 藤井会長のクラブ副幹事、
2006～2007 青田会長のクラブ幹事、そして本年度吉田ガバナー補佐の幹事と 4 回の幹事を務めている途中です。
まず、クラブ幹事の一年を振り返ってみたいと思います。この年は釧路ロータリークラブの70周年という大イベントが
ありましたので大変忙しい一年となりました。予定者の段階で三役会・理事会を 12 回開き、準備を進めました。その間
70 周年実行委員会も開きました。釧路クラブでは「幹事を励ます会」という会合があります。幹事経験者（会長を除く）
が幹事予定者に注意点を伝授するわけですが、幹事の不安を少しでも解消できればという思いで開かれているもの
です。任意ですのでクラブの補助はありません。
釧路クラブ事務局の祭壇で一年の無事を祈り、7 月を迎えました。まず、各クラブ訪問が始まりました。どこへ訪問し
ても釧路クラブが最初の挨拶になりますので、当初は青田会長が緊張のあまり、震えていたのを覚えています。納涼
ビアパーテイーではコンパニオンにバドガールになってもらい、記念写真をニコニコ付きで撮りながら楽しく船出を祝
っていただきました。
8 月に入り直ぐにガバナー公式訪問を迎えました。紋別港クラブの小野ガバナーから１００名を超えるクラブになっ
てもらいたいと期待されましたが残念ながら未だに１００名を突破できていません。小野ガバナーと青田会長は意気
投合し、どこで逢ってもロータリー談義に花を咲かせております。８月は釧路ローターカップの大会が開催されます。
各高校のアイスホッケー部で試合に出る機会が少ない控えの選手に活躍の場を与えたいという趣旨のもと１９９２年か
ら開催され、20 回を数えました。
9 月においては嵯峨育英会の例会があります。嵯峨育英会は釧路 RC 独自の奨学金制度です。釧路で漁業を営ん
でいた嵯峨家の意志で作られました。嵯峨家初代の嵯峨久さんの育英会を作りたいという夢をご子息の嵯峨旻（あき
ら）さんが 1961 年に設立したものです。嵯峨旻さんはのちにガバナーも務めている方です。嵯峨家の申し入れで
1975 年釧路 RC40 周年の記念事業として釧路 RC が運営するようになりました。育英会はあくまで釧路 RC の外部法
人であり、独自に資金運用、奨学生募集、奨学金給付を行なっています。現在は公益財団法人の認可もおり、吉田潤
司ガバナー補佐が理事長を務めております。
10 月に入り、いよいよ地区大会を向かえました。紋別で開催され 20 名ほどで参加しました。大変な低気圧による雨
と風の中で開催となり、最後まで参加していたもので、会長との帰路、川が溢れんばかりになっていました。道路にも
水が溢れ出し、僕らが通過した直後の通行止めになりました。（紋別の夜では二年前のボージョレヌーヴォーを飲み
ました。）
11 月には 70 周年記念式典を開催しました。「明日に続く道」というテーマの下、約 400 名の参加をいただきました。
記念講演には釧路発として初めての上場企業となった「ホーマック」の創業者・石黒靖尋氏を講師にお招きしました。
12 月から 1 月は釧路西 RC と同様な例会があります。
この頃に例会会場移転と事務局移転の問題も抱えておりました。パシフィックホテルの経営上の理由から例会場を
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キャッスルホテルに変更したわけですが、これはキャッスルホテルの反保社長も会員でしたからすぐに決まりました。
事務局は候補がたくさんある中で見積もりを取り少々時間がかかりました。1 月25 日の例会からの変更でしたので、ホ
テルとの打ち合わせは入念なものとなりました。
2 月には毎年「福司を楽しむ」例会を開催しています。梁瀬会員のご好意で福司酒造の職場訪問例会として開催し
ています。日本酒だけを飲み続けるわけですが、日本酒だけを飲んでいると変に具合が悪くならないものです。やは
りチャンポンが悪酔いの原因であると良く分かる例会です。
6 月最終例会「キャンドルパーティー」。結婚式のキャンドールサービスが年度毎のオリジナリティーが発揮される場
面です。この年は会長とタキシードを着て相合傘スタイルでおこないました。オリジナルの傘を製作し、会員それぞれ
にプレゼントしながらテーブルを回りました。
そのほかの事業として、各クラブの周年事業に積極的に参加しました。釧路 RC は弟子屈 RC、釧路北 RC、中標津
RC、根室 RC、白糠 RC、厚岸RC、釧路東 RC、阿寒湖 RC、釧路南 RC のスポンサークラブです。この年は弟子屈 RC
の 50 周年がありました。釧路 RC の山谷会員（北海道新聞支社長）が記念公演を務めておりました。稚内 RC の 50 周
年にも会長と二人で参加しました。サハリン RC のメンバー構成に驚きました。また、宿泊の全日空ホテルで事件があ
りました。
青田会長は、例会・事業全てに出席しました。スーパー100％を達成したわけで、幹事としても大変忙しい一年でし
た。各委員会が開催されれば、基本的には幹事は出席しなければならず、 忙しかったわけですが、私としては楽し
い一年でした。
『クラブ幹事要覧』にはクラブ幹事の役割として「クラブ幹事としてのあなたの主要な責務は、クラブが効果的に機能
するよう、常にクラブに情報を伝達することです。クラブの主たる情報連絡担当者として、すべてのクラブ活動を常に
把握し、効果的に情報を伝える」ことだとしています。効果的なクラブは次のことができるものとしています。
○会員基盤を維持、拡大する
○地域社会のニーズを取り込むプロジェクトを実行、成功させる
○プログラムへの参加と資金寄付の両面を通じてロータリー財団を支援する
○ロータリーにおいて奉仕できる指導者を育てる
要するにクラブを効果的に機能的させるのは幹事次第であるということです。
よく会長を総理大臣に例えて、幹事は官房長官のようなものと聞いたことがありますが、要覧の幹事の役割には会
長を補佐するという文言が見当たりません。私が考えるに会長は会社の会長であり、幹事は会社の社長という役割で
あると思います。
これから幹事を務める方は、自分が中心となって釧路西RC を運営する楽しさを感じていただきたいと思います。私
も思いましたが、もう少し幹事を続けたいと必ず思うはずです。
少しの時間をロータリークラブに費やしていただければ、少しばかりの忙しさを快感に感じるようになると思います。是
非、そんな活動に努めていただきたいと思います。
せっかくの機会ですので、今年度ガバナー補佐の活動についても説明させていただきます。釧路西 RC は前年度
川島ガバナー補佐輩出クラブですので詳しくは申しませんが、今年度吉田ガバナー補佐の思いからロータリークラ
ブとして地域に何ができるかというテーマの下、釧路交響楽団への支援という形で地域に貢献することになりました。
言わば、第７分区独自の事業を立ち上げました。
最後に、IM について説明させていただきます。今年の IM は 3 月 10 日に開催します。テーマは「7 分区はひとつ。
活かそう、地域にロータリーを！」です。内容はガバナー方針を受けた中で「地域社会にロータリーは、何ができる
か」ということを国際ロータリー第１ゾーンアシスタントコーディネーター北 清治 P`G をお招きし基調講演をいただき、
引き続き足立・小船井 PG を加えてのパネルディスカッションでテーマを具体的に掘り下げていただきます。IM の前
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には三年未満の会員対象のアカデミー研修も実施します。
懇親会の中では、第７分区の事業として皆さま方にも多くのご協力をいただきました釧路交響楽団支援の事業報告
と交響楽団からのお礼の演奏披露があります。生演奏に合わせて『われらの生業』を出席者全員で合唱することも考
えております。
釧路 RC 全員が各部署でおもてなしの心で取り組んでおります。全員のご参加をお待ちしております。

《例会運営委員会 大場委員長》
大場委員長》
１月３０日 在籍数 ２９名
出席免除者 ６名 出席義務者 ２３名
名誉会員 １名 出席者
２０名 欠席者
９名
会報委員長： 金田
委員：
櫻田

剛
美香

副委員長： 中川 陽市
真岩 勝司
大場 恵治
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小泉

「編集：櫻田会員」
出席率 69.0％

和史

