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≪例会日：毎週月曜日 12：30～13：30≫

■クラブ事務所■

≪例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3-7≫

釧路市幸町 14 丁目 1-1 ノースコートサンスイ２F

会長 坂口 裕二 幹事 井岸 武雄

TEL(0154)23-6175 FAX(0154)23-6123

≪本日のプログラム≫ 7 月 2 日 12：30

≪次回のプログラム≫ 7 月 9 日 18：00

普 通 例 会

夜 間 例 会

ハンマー伝達式・バッチ交換・会長就任挨拶

ガバナー公式訪問

2012 年 7 月 2 日(月) 第 1 回 通算１９
通算１９71
１９71 回
【ハンマー伝達式・バッジ交換】

坂口会長、加納直前会長、石川会場監督

【記念品贈呈】 坂口会長、加納直前会長、小泉直前幹事

【点鐘】 坂口会長
【国歌・ロータリーソング斉唱】
「君が代」
「四つのテスト」 ソングリーダー： 金田 会員
【お客様と来訪ロータリアンの紹介】
国際ロータリー第 2500 地区第 7 分区
ガバナー補佐 長江 勉 君

ガバナー補佐幹事 木内治彦 君

釧路 RC 会長

井貝正志 君

幹事 邵 龍珍 君

釧路北 RC 会長

高橋 貢 君

幹事 小林裕幸 君

白糠 RC 会長

折出征清 君

幹事 進藤卓嗣 君
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工藤ゆかり 君

釧路東 RC 会長

佐藤公俊 君

幹事 長谷川渉 君

釧路南 RC 会長

森江洋之 君

幹事 長井一広 君

釧路ベイ RC 会長

沢田雅仁 君

幹事 池田圭樹 君

釧路北 RAC 幹事

中村理恵子 君

理事 佐藤 綾 君

【会長挨拶】 坂口会長
ご挨拶の前に先般の当クラブの川島洋人パストガバナー補佐の葬儀に際しまし
ては、分区内の多くのロータリアンの皆様にご参列を頂き誠にありがとうござい
ました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。改めまして、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坂口裕二でございます。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。まずは今年度第１回の例会にあたりまして、前年度
加納会長、小泉幹事には本年度に支障なく引き継ぎが出来ました事に感謝とお礼を申し上げます。
さて、本日は釧路西ロータリークラブ本年度第１回目の例会に、RI2500 地区第 7 分区ガバナー補佐 長江
勉様をはじめ、分区内の会長、幹事様、そして北ローターアクトの皆様におかれましては、大変お忙しい中ご
来訪をいただき誠にありがとうございます。今年度、田中作次ＲＩ会長は「奉仕を通じて平和を」をロータリ
ーの最重点項目とし、櫻田正弘ＲＩ2500 地区ガバナーは「心と心、笑顔と笑顔 今 奉仕のために行動を起こそ
う」をテーマに掲げられました。それを受け当クラブは「地域のために未来への奉仕」を会長方針のテーマに
掲げ、地域の子供たちの未来を明るいものにしていくため教育に重点をおいて活動していこうと考えておりま
す。私は当クラブに入会したのが１１年前で、年数だけをみると、そこそこの経験があるように思われますが、
決して出席率が良い方ではございませんでしたので、ロータリーに関して分らない事がたくさんございます。
この 1 年間会長職を無事全う出来る様どうか皆様のご指導、ご協力をお願い致しまして、第 1 回目の会長挨拶
といたします。1 年間よろしくお願い致します。

【祝杯】三宮会員

【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
2012～2013 年度国際ロータリー第 2500 地区
≪長江ガバナー補佐≫
釧路西ロータリークラブの皆さん、こんにちは。今年度、ガバナー補佐を務めさ
せて頂くことになりました、釧路南ロータリークラブの長江でございます。隣にお
りますのが、木内治彦補佐幹事と工藤ゆかり補佐幹事です。一年間宜しくお願い致
します。今日は始めての表敬訪問で大変緊張しております。本日、釧路西ＲＣさん
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の表敬訪問させて頂き、井岸幹事がおられないとお聞きしておりましたが、本日出席されておりましたので、
安心しております。第一回目の会長・幹事会には病院から外出許可を頂いて来たと言っておられまして、体調
はあまり優れない様子でしたが、地区協議会の時にお会いした時は少し元気そうで安心しておりましたが、再
入院と聞き大変心配をしておりました。先日、釧路南 RC の３０周年式典で韓国から来られていたチュウ・ジ
ンマンさんにお話ししたところ、是非お会いしたいという事で、２５日の８：３９の汽車で帰る前に面会でき
ないか携帯電話にかけたところ、面会できることになり朝の７時頃に面会が叶ったとジンマンさんも喜んでお
りました。井岸幹事の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。三木副幹事さんが幹事代行されると報告
を頂いておりますが、急なことで大変かとは思いますが、宜しくお願いいたします。坂口会長はロータリーに
精通された方ですので、坂口会長にご指導頂きながら進めていただければと思います。又、釧路西ＲＣさんに
おかれましては川島パストガバナー補佐が先月ご逝去されクラブの重鎮を亡くされ大きなショックを受けてお
られることと思います。心よりご冥福を申し上げます。
先週の土曜日にパスト AG 会が開催され、新旧ガバナー補佐の慰労と激励をして頂きました。釧路西 RC さ
んは三宮パスト AG さんと張江パスト AG さんがおられ、三宮パスト AG さんが会の会長さんをされているこ
とを知りました。川島さんがおられなかったのが大変残念でした。
釧路西 RC さんにはお二方の素晴らしいパスト AG さんがおられます、私は若葉マークを付けた新米のガバナ
ー補佐でございます。今後ともご指導の程宜しくお願い申し上げます。第 7 分区でも近年会員数の減少が大き
な問題になっており、大会防止、会員増強を最重点目標として取り組んで参ります。特に分区内クラブの交流
を推進し、合同例会や集団メークアップを推奨したいと思います。分区内のロータリアンが仲良く助け合って
楽しいロータリー活動が出来るよう進めていきたいと思っておりますので宜しくお願い致します。最後になり
ますが 6 月 23 日の釧路南 RC３０周年式典には、釧路西 RC さんには全員登録という事でご協力頂き、又、式
典にもご出席を頂き誠に有難うございました。お陰様で無事終えることが出来ました。この場をおかりして御
礼申し上げます。一年間宜しくお願い致します。

≪釧路 RC 伊貝会長≫
釧路西ロータリークラブの皆様こんにちは。私、釧路ロータリークラブ会長の伊
貝正志と幹事の邵 龍珍君です。どうぞ宜しくお願いいたします。西ロータリークラ
ブ様は第 7 分区 4 番目 42 年の歴史のクラブと記憶しております。私は、十条サー
ビスセンター、ホテルレイトンが例会場だったときに 4 回ほどメーキャップでお邪
魔させてもらっております。貴クラブが本年度最初の表敬訪問ということで会長就
任の良き思い出になると思います。釧路ロータリークラブは前年度 75 周年を迎え
例会対応で内輪のお祝いをしました。また、当クラブがホストクラブとして開催したインターシティーミーテ
ィングにご協力頂きありがとうございました。報告書の完成が遅くなりましたが、先週末に各例会場に届けて
おります。内容の濃い報告書になっていると思っております。ご一読くだされば幸いです。釧路ロータリーク
ラブは本年度「奉仕の心 奉仕の行動 奉仕の達成」のテーマのもと開かれたロータリークラブを目指し活動
したいと思います。坂口会長、井岸幹事を排出の西クラブの皆様一年間よろしくお願いいたします。
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≪釧路北 RC 高橋会長≫
皆さん、こんにちは。今年度、釧路北ロータリークラブ会長を務めることになり
ました高橋でございます。隣におりますのが、幹事の小林でございます。まずは先
日ご逝去されました、川島パストガバナー補佐のご冥福をお祈りいたします。本日
は最初の表敬訪問という事で多少緊張しております。西クラブさんは 1970 年に創
立され、当クラブとは親子関係にあります。西クラブさんとは今後、職業奉仕月間
講演会、集団メーキャップや第 7 分区恒例、飲酒撲滅及び交通事故防止キャンペー
ンパークゴルフ大会の実施に当たって打合せ等させて頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さ
て、皆様も苦労されていると思われますが、当クラブも会員減少に頭を悩ませております。本年度は 61 名か
らのスタートになります。純増３％を目標に７０名に近づけるよう増強して参ります。また、財団・米山・ポ
リオなども目標達成し、充実した年度にしたいと思いますのでこの 1 年幹事共々よろしくお願いいたします。
最後になりますが、西クラブさんの今後の御健勝と御多幸をお祈り申し上げまして挨拶とさせて頂きます。

≪白糠 RC 折出会長≫
皆さんこんにちは。今年度、白糠ロータリークラブの会長を務めさせていただき
ます折出でございます。私の隣におりますので進藤幹事です。どうぞ一年間宜しく
お願いいたします。釧路西ロータリークラブの皆様には、日頃より白糠クラブに対
し特段のご厚情を賜り、心から感謝申し上げます。我がクラブは今、会員の減少に
悩まされており、前年度 17 名いた会員が 6 月末には、3 名の退会によって、7 月 1
日現在で会員 14 名と激減してしまいました。私が入会した 12 年前には、36 名の
会員が所属しており色々な事業を行っていました。
私は、今年度、今一度原点を見つめ直し、会員相互の和を大切にし、会員同士の親睦を深め、退会防止、ま
た会員増強に全力を注いでいきたいと思っております。わたくしは今年度５３代目の会長を務めるにあたりま
して、責任の重さ、また、先輩達が灯してくれた灯を消すことなく守り続けていかなくてはなりません。その
為にも、会員一丸となって頑張っていきたいと思います。最後になりますが、坂口会長はじめ、釧路西ロータ
リークラブ様の益々のご発展をご祈念申し上げまして表敬訪問の挨拶とさせていただきます。一年間よろしく
お願いいたします。ありがとうございました。

≪釧路東 RC 佐藤会長≫
改めてお話しすることは苦手ではございますが、まずもちまして、前期当クラブ
の４０周年記念行事に、パスト会長の加納則好様・小泉幹事様におかれましては、
まことにお忙しい中、記念行事に駆けつけていただきまして、誠にありがとうござ
いました。この場をお借りいたしまして改めてお礼申し上げます。おかげをもちま
して、４０周年記念行事も無事終了し、５０周年に向けて出発したことをご報告い
たします。私も、会長という大役を受けたわけでございますが、ロータリー歴の浅
い私にとりまして、今期のテーマとして何をすべきか、試行錯誤しているというのが現状です。ロータリアン
の目減り、世の中に目を向ければ、不景気風、又高齢化社会の問題と、数えますときりがないくらい、諸問題
が山積しております。身近なところから、家庭や職場にロータリーの理解を、さらにわが街にロータリーの認
知度を上げ、奉仕の道を広めようを考え、さらに７分区ロータリアンとして親睦を深め、皆様方と絆を深めた
いと思います。このような考えから、今期進めてまいりたいと思いますので、ご指導のほど宜しくお願いい申
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し上げ、措辞ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。今期１年間よろしくお願いいたします。

≪釧路南 RC 森江会長≫
こんにちは。今年度、釧路南ロータリークラブの会長を務める事になりました森
江洋之ともうします。となりに居りますのが、幹事を務めてもらいます長井一広幹
事でございます。一年間宜しくお願いいたします。
まず最初に先月の６月２３日に我が南ロータリークラブの創立３０周年記念式典
に皆様全員登録をいう事で多数の会員の皆様の出席を頂き、式典ならびに祝賀会を
盛会に終えることが出来ました。南クラブの会員を代表し、福井実行委員長に成り
代わり厚く御礼もうしあげます。大変お世話になり有難うございました。長倉前会長から引き継ぎました我が
クラブが今年度会員数２０名のスタートとなりました。中々会員減少に歯止めのきかない状況に陥っておりま
すが、本年度は何よりも会員増強に力を入れてクラブを盛り上げて行くつもりでございます。又、当クラブの
例会場は市内を転々としておりましたが、２か月前より、東急インさんに決まりやっと落ち着いた感じでござ
います。皆様大勢のメーキャップをお待ちしておりますので宜しくお願いいたします。私自身ロータリー歴は
２５年目になり、年月こそ経過しておりますがまだまだ勉強不足で未熟者でございます。本年度はインターシ
ティーミーティングも担当クラブという事になっております。皆様のご指導、ご協力を頂きながら事業を進め
て行きたいとおもいますので宜しくお願い致します。最後に貴クラブ様のご発展と会員皆様のご健勝を心より
ご祈念申し上げ表敬訪問の挨拶とさせて頂きます。一年間宜しくお願いします。

≪釧路ベイ RC 沢田会長≫
皆さんこんにちは。私が今年釧路ベイロータリークラブ会長を務めることになり
ました沢田です。後ろに控えておりますのが、私の女房役を務める池田幹事です。
よろしくお願いします。また、今年は、わがクラブから、葭本会員がガバナーノミ
ニーに輩出されています。お世話になることがあると思いますので、よろしくお願
いします。釧路ベイロータリークラブは、平成９年に創立されたクラブで、スポン
サークラブが、釧路北ロータリークラブと私が、今日訪問している釧路西ロータリ
ークラブであります。この釧路西ロータリークラブへ表敬訪問できたことを誇りに思っています。ロータリー
クラブの継続的維持に関わる、会員増強の話をしますが、わベイロータリークラブの会員は、２０名でありま
すが、この厳しい経済状況もあり、会員増員はなかなか難しい状況にあり、お互い、頑張っていこうではあり
ませんか。最後に、釧路西ロータリークラブの益々のご発展、ご健勝をお祈りいたしまして、表敬訪問の挨拶
をさせていただきます。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

≪釧路ローターアクトクラブ≫
皆様、こんにちは。只今ご紹介いただきました、釧路北ローターアクトクラブの、
今年度会長を務めます、大町 勇太郎と申します。本日は、仕事の都合上、例会に
出席できず書面での代読となる事を、お詫び申し上げます、皆様、今年度もよろし
くお願い致します。まず始めに、釧路西ロータリークラブ様におかれましては、毎
年の助成金を頂き、会員一同、感謝の気持ちでいっぱいです。今年度クラブテーマ
は、恐れる事なく、自分の目的・目標に向かって、ひたすら前進するという意味の
「勇往邁進」としました。経験の浅い会員が多い年度で、問題・課題がたくさん出てくると思いますが、四つ
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のテストを原則とし、会員皆で、話し合い、ぶつかり合いを繰り返し、やると決めた事は最後までやり抜きま
す。その際、ロータリアンの皆様にご相談をさせていただく事があると思います。その時は、ご指導をいただ
きたいです。今年度の主な活動としましては、東日本大震災復興支援チャリテイーフリーマーケット、新釧路
川河川敷掃除に加え、三つの委員会で一度は必ず奉仕活動を行い、更に、こうゆう事をやりたい、こうゆう事
をやってみたいという会員がいれば、挑戦します、実現に向けて会員皆で、一から企画し、実行し、成功して
も失敗しても、最後には、必ず見つめ直し何度でも挑戦する、この経験は、会員皆が社会でも活かしていける
と思います。それと同時に、会員同士の絆が深まり、次の活動に、胸を張って取り組む事ができるようになる
はずです。このような経験をできる、ローターアクトクラブはとても素晴らしい場だと思います、このクラブ
を、市民の皆様にも知って頂けるよう、働きかけていきます。また、私達の友人などにも声を掛け、会員を増
やし、釧路を盛り上げていきたいです。ロータリアンの皆様、是非例会・奉仕活動を見に来て下さい。その際、
従業員やご家族など、１８歳～３０歳の方が周りにいらっしゃれば、是非ご紹介頂きたいです。最後に、釧路
西ロータリークラブ様の、益々のご発展と、会員皆様のご健勝をご祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶とさせて
頂きます。今年度も一年間、どうぞよろしくお願いします。

《例会運営委員会
《例会運営委員会 加藤委員長》
加藤委員長》
７月 ２日 在籍数 ２６名
出席免除者 ３名 出席義務者 ２３名
名誉会員 １名 出席者
２３名 欠席者
３名
会報委員長： 佐藤 和彦
委員：
佐久間 好明

副委員長： 山本 秀基
金田 剛
櫻田 美香
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小泉

「編集：金田会員」
出席率 88.5％

和史

