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2013
2013 年 7 月 1 日(月) 第 1 回 通算 201
2013 回
【ハンマー伝達式・バッジ交換】

【点鐘】 那知会長
【国歌斉唱・ロータリーソング唱和】
「君が代」 「奉仕の理想」
ソングリーダー：坂口 直前会長

【お客様と来訪ロータリアンの紹介】
第 2500 地区 第 7 分区
ガバナー補佐
北川 健二 君
釧路 RC 会長
吉田 秀俊 君
釧路北 RC 会長
小野寺英夫 君

幹事 迫田
武 君
幹事 脇
弘幸 君
幹事 佐渡 正幸 君
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白糠 RC 会長
釧路東 RC 会長
釧路南 RC 会長
釧路ベイ RC 会長
釧路北 RACT 会長
【乾 杯】

山田
山田
佐藤
成田
中村

圭祐 君
敏昭 君
玄史 君
育夫 君
理恵子さん

幹事
幹事
幹事
幹事
幹事

網村 登志幸 君
山田 嘉保留 君
佐藤
了
君
春日
賢二 君
畠山 優那 さん

第 2500 地区 第 7 分区 カバナー補佐 北川 健二 君

【会長挨拶】那知会長
今日は、皆さん、西ロータリーに来訪いただきありがとうございます。これから
一年を思いますと、どう運営していけばいいのか正直迷う所です。しかし、山本幹
事、三木副会長と共に西クラブ会員と一緒に頑張って、この一年間をまっとうした
いと思います。今日来訪されました皆様もぜひ色々教えていただき、頑張って行き
たいと思っております。会長になりますと毎例会、会長挨拶があります。なかなか
それを考えると一週間の初めが終わると次の翌週に、何を考えるべきかと、色々頭
を悩ませている方がいたと聞いておりますが、私は法律家なので、社会のこと、経済のことはあまり良く分か
りませんが、その都度新聞に出た色々な事件を私なりの見方で法律はこうなっていますよと言う形で話をして
行きたいと、皆様にお許しをいただければありがたいと思っております。前年度は坂口会長という立派な会長
がおりまして、とても私はそこに及ぶことはないと思っています。その前にも加納さんと、立派な会長さんで
した。会長になりましたらその半分でも見習って、何とか少しでも西クラブの役立つように頑張りたいと思っ
ております。一年間よろしくお願い致します。

【幹事報告】山本幹事
皆さん、こんにちは。2013～2014 年 西 RC 幹事を務めます山本です。ど
うぞよろしくお願いします。以前、幹事を務めさせていただきました。遠い遠い
昔話みたいな話です。この歳になりましたら、昨日食べたおかずを思い出すのに
しばらく時間がかかる様な歳になりました。那知会長の目指している、楽しい例
会作り。西クラブを盛り上げていくために一年間皆様方のお手伝いをさせていた
だきます。一年間どうぞよろしくお願い致します。
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【本日のプログラム】

担当 クラブ奉仕

■『表敬訪問例会』ガバナー補佐・各クラブ会長、幹事 挨拶
2013～2014 年 国際ロータリー 第 2500 地区 第 7 分区
《カバナー補佐 北川 健二 君》
こんにちは。先輩分区代理三宮さん、ガバナー補佐張江さんに敬意を表し、お二
人に習って一年間務めさせていただきます。また、昨年度会長・坂口さん、幹事の
三木さん、一年間お疲れ様でした。ロータリークラブに入会して、初めてのメ－キ
ャップが釧路西ロータリークラブでした。理由は、親子クラブ同士で気安さがあっ
たかただと思います。会場は十条サ－ビスセンタ－の 2 階で、とっても広い会場で
した、三宮さんが SAA で、にっこりした笑顔で迎えていただいたことがとても印
象に残っています。それと 10 月の米山月間例会で呼んでいただいたことが思い出されます。挨拶が遅れまし
たが、本年度ガバナー補佐を務めさせていただきます、釧路北ロータリークラブ所属の北川健二です。ガバナ
ー補佐幹事は迫田さんと、今日は来ておりませんが田村さんの 2 人です。一年間どうかよろしくお願い致しま
す。本年度国際ロータリー、ロ－ン D・バ－トン会長のメッセ－ジを心に留め、葭本ガバナー方針「讃えよう
地域を！クラブを！会員を！ロ－タリ－との出会いに感謝！」を踏まえて、第 7 分区から選ばれたガバナーを、
分区 8 クラブでしっかり支えていきます。また、分区活動としては、8 月 24～25 日釧路で行われる全道中
学親善硬式野球大会の主催、10 月には福島の原発被災地へ水を 1 万本、夢計画事業として 8 クラブ合同で送
る手助けをさせていただきます。来年 6 月には 6 年目の継続事業であります、飲酒運転撲滅パ－クゴルフ大
会を開催し、益金を交通遺児奨学基金に寄贈します。更に、来年 3 月 1 日に行われます IM では、1936 年（昭
和 11 年）釧路ロータリークラブが誕生した経緯から第 7 分区の現在に至るまでの歴史を振り返り、その中か
ら諸先輩が残した事例で現在でも通用することを取り入れ、活力ある集まりにしたいです。更に、日高山脈を
境に分かれ、今は行き来のない 2510 地区との交流も考えてみたいです。お金の事でお願いがあります、本
年度葭本ガバナー方針であります、財団への 100 ドル寄付・ポリオへの指定寄付・米山奨学会への特別寄付
も併せてお願い致します。そして、分区 8 クラブの会長・幹事さんと常に連携を取り合いクラブ運営に協力し
てゆくと同時に、分区内ロータリアンが仲良く楽しい活動ができますように努めさせていただきます。会員皆
様のご指導の程よろしくお願い致します。最後になりますが、那知会長さん・山本幹事さん、そして貴クラブ
会員皆様のご健勝と活躍を心からお祈り致します。

《釧路ロータリークラブ会長 吉田 秀俊 君》
皆さんこんにちは、今年度、釧路クラブの会長を務めさせていただきます吉田で
す。隣に控えておりますのが幹事の脇君です。一年間何かとお世話になります。一
年間よろしくお願い致します。私が西クラブの例会に参加させていただくのは
2003～2004 藤井会長の時に幹事をさせていただいておりましたので、その時以
来 10 年ぶりになります。それ以降もメーキャプをほとんどしたことがないもので
すから、こういう会長を案じてか、今年度の出席委員長はメーキャップを推進した
いと活動計画を立ております。特に在籍年数の浅いメンバーを中心にパスト会長が引き連れて例会にお邪魔す
ると思いますので、
その時は暖かく迎えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今年度 RI 会長は、
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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生をと掲げております。その一部を引用させていただきまして今年度の
釧路クラブも「ロータリーの実践それは地域からそして未来へ」とテーマをさせていただきました。私達の活
動基盤でありますこの地域それから目を向けて行き、この地域が抱える問題、課題、ロータリーとしてロータ
リアンとして何かできないものかと模索する一年にしたいと思っております。特に青少年問題には力を入れて
いきたいと思いまして、以前から行っております、アイスホッケーのロータリー杯それから全道中学親善硬式
野球大会、ガバナー補佐のご好意をいただきまして分区の事業とさせていただきます。それから次週 7 月の第
2 例会には西ロータリークラブ三木副会長をお借り致しまして子どもの教育問題、特に釧路地域、教育という
部分では全道レベルから非常に低いというポジションにありますけど、そういう点にも着眼致しまして色々な
形で釧路の将来を担う青少年に目を向けて行きたいと思っておりますので、色々な形でお世話になると思いま
す。よろしくお願い致します。最後になりますが、前年度坂口会長、三木幹事のご活躍に敬意を表しますと共
に今年度那知会長、山本幹事の活躍を心から祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。一年間よろ
しくお願いします。

《釧路北ロータリークラブ会長 小野寺 英夫 君》
皆様こんにちは。今年度、釧路北口一タリークラブ会長を務めさせていただきま
す小野寺です。隣が幹事の佐渡正幸君です。一年間よろしくお願い致します。西口
一タリークラブ様の新年度の幕開け、7 分区で一番乗りを心からお祝い申し上げま
す。私ども北口一タリークラブは西口一タリークラブ様とは、親クラブ、子クラブ
の関係にあるわけですが、これといった親クラブらしい事もできずに来たように思
います。今年度は何かの機会を作りお声がけをしたいと考えておりますので、その
時にはよろしくお願い致します。また、今期は西口一タリークラブさんとの共同スポンサーであります釧路ベ
イロータリークラブさんから葮本ガバナーが就任され、私どものクラブからは北川ガバナー補佐が就任してお
ります。皆様のご協カが多々必要になることと思いますのでよろしくお願い致します。今年度釧路北口一タリ
ークラブの会長方針に 「讃えよう口一タリアン、実践しよう仕」と掲げました。ロータリアンの良さを改めて
自覚していただくこと員増強に繋がると確信し、各口一タリークラブの皆様の御協力、御指導をいただきなが
らクラブ運営に努めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。最後になりましたが、
那知会長、山本幹事さまの御活躍と釧路西口一タリークラブ様のご発展をご祈念申し上げ表敬訪問の挨拶とさ
せていただきます。"

《白糠ロータリークラブ会長 山田 圭祐 君》
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
ます山田でございます。私の隣におりますのは網村幹事です。どうぞ一年間よろし
くお願い致します。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。また、過去には西クラブ・白糠
クラブの合同ゴルフ例会が開催されており、先日の会長幹事会では山本幹事さんと
「また合同例会ができればいいですね」とお話をさせていただいたところでもあり
ます。私どものクラブは他のクラブと同じように会員の減少が今最大の問題であり、私が入会しました約 20
年前には 40 名以上在籍していた会員が、景気の後退、そして長い低迷期、最近やっとアベノミクスで少し回
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復してきたと言われていますが、まだまだ不安定で、この地域では実感もなく先も見えません。このような中、
現在の白糠クラブは 15 名ほどで地区の会員名簿のページ数も寂しい限りでございます。今年もまた会員増
強・退会防止をメインに考え、クラブの継続事業を行い、新規の奉仕活動を考え、葮本ガバナー、北川ガバナ
ー補佐の下、地区事業・分区事業に協力・実行してことが私どもの役割であると思っております。そして、先
日決定した事項ではございますが今年度第 1 例会より、白糠クラブ例会場が、昨年までの「白糠町福祉センタ
ー」から国道 38 号線沿いございます「レストランはまなす」に変更になりましたので、ご案内申し上げます。
多数の方々のメーキャップをお待ちしております。最後になりますが、釧路西クラブ様の今後のご発展、会員
皆様方のご多幸をご祈念申し上げ、措辞ではありますが、表敬訪問の挨拶とさせていただきます。一年間よろ
しくお願い致します。ありがとうございました。

《釧路東ロータリークラブ 会長 山田 敏昭 君》
釧路西口一タリークラブの皆様、こんにちは。新年度、釧路東口一タリークラブ
の会長を命ぜられました山田でございます。隣におりますのが、幹事の山田嘉保留
（かおる）会員です。山田、山田でちょっと紛らわしいのですが、一年間どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。今年のクラブ役員はどういうわけか同姓が多く、この
後登壇されます南クラブの会長と幹事さんは、どちらも佐藤さんでございますし、
さらには白糠クラブの会長さんも山田さんでございまして、本当に迷惑なことで？
いや、そうではなくって、同姓のよしみで、またロータリーの仲間として、そして各クラブの代表として、楽
しく、仲良く、元気よく、共に一年問頑張りたいと存じます。さて、私の話に戻りますが、平成 17 年に釧路
東口一タリークラブに入会させていただき、ロータリアンとしては、まだ 8 年程でありますが、その間、出席
親睦委員長、幹事、会計、副会長と経験を積ませていただきまして、この度、会長としての任命をいただきま
した。景失回復がままならず、ロータリークラブも会員減少が続いている大変困難な時の会長拝命に不安もあ
りますが、隣の山田幹事の献身的な補佐と会員各位の協力のもと、しっかりとその務めを果たしたいと存じま
す。先ほど、山田、山田で紛らわしいと申しましたが、同じ山田でも体型を一目見れば解るとおり、私は相撲
で云えば腰が重くじっくり構える守り重視のアンコ型、幹事の山田は私と対照的に細身で変幻自在に動き回る
速攻得意のソップ型。ロータリークラブの仕事においても対外行事、挨拶等、クラブの顔として、とりわけ口
先三寸でやり過ごす頭脳労働は私が担当し，例会準備、他クラブとの交渉根回し等、クラブの心臓，手足とし
ての肉体労働は山田幹事がと、役割分担はキッチリできております。しかも、宴席は好きなのにお酒がまるで
ダメな私に代って山田幹事の本当の顔、実力が発揮されるのは，昼間のゴルフと夜のクラブでございます。昼
夜掛け持ちでゴルフ、クラブを使いこなすスタミナ自慢が、輝きを放つ彼の頭に、いや、顔に出ておりますの
で、皆様ご承知おき願います。こんな珍コンビでございますが、楽しいクラブ作りに一生懸命頑張りますので、
どうか西クラブの皆様、
よろしくお願い申しあげまして表敬訪問の挨拶とさせていただきます。
一年間どうぞ、
よろしくお願い申し上げます。
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《釧路南ロータリークラブ会長 佐藤 玄史 君》
南ロータリークラブの今年度、会長・佐藤玄史（けんじ）幹事・佐藤了です。よ
ろしくお願い致します。W 佐藤ですので、覚えていただけると思います。私は、表
敬訪問は 3 回目ですが大変緊張しております。南ロータリークラブ (会員 2 5 名・
女性会員 3 名) の会員でスタートとなりますので、まずはクラブ全体の活動の強化
を図って行きたい。それには、もちろん会員増強・退会防止と合わせて地域への参
加、現在は、清掃ゴミ活動、植樹の参加、救命ヘリのフライトスーツ等、さらに、
今年度は、どの様なことで参加できるか、会員と相談して具体化を図って行きたいと思います。さらに、出席
率を上げる様にプログラムの中で、例会での内容の工夫をして行きたいと思います。大事な例会の食事、現行
の予算内での、中身を替えていけるか、どうか。さらに、クラブ間の交流として可能な、クラブ間の集団メ一
キャップ、行く、来てもらう等、考えていきたいと思います。一年間よろしくお願い致します。

《釧路ベイロータリークラブ会長 成田 育夫 君》
西クラブの皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただきました釧路ベイクラブ、
今年度、会長の成田育夫と申します。同行しております、幹事、春日賢二君です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。今年度は、当クラブより、葮本ガバナーを
輩出し、ホストクラブとして、先だっての P E T S・地区協議会を開催致しまし
た。お陰様にて盛会裏に終了することができました。これも第 7 分区内はじめ、
地区会員皆様のご協力、ご支援の賜物と感謝を申し上げます。10 月 11 日より
13 日迄、地区大会が釧路市にて開催を予定しております。ベイクラブ会員一同準備しておりますが、7 分区
市内クラブの協力も賜りたく、先だっての例会にお伺いし、西クラブ様には、パークゴルフ大会を担当してい
ただきたくお願いしたところ、快諾をいただき感謝を申し上げます。西クラブ様は、私たちベイクラブの親ク
ラブでもあります。5 月 14 日に創立 16 周年を迎えることができました。17 年目に入る訳でございますが、
これも親クラブでもあります西クラブ様のご指導、ご鞭燵があればこそと感謝を申し上げます。当クラブがス
ポンサーをしております、明輝高校 IAC に負担金を今年度も前年度同様にご支援、ご協力を賜りましてありが
とうございます。今年度は、葮本ガバナーを支え、第 7 分区・北川ガバナー補佐の下に各クラブのご協力を賜
り、活動して行きたいと思っております。最後になりますが、那知会長、山本幹事様の今後のご活躍と会員皆
様のご健勝、クラブのご発展をご祈念申し上げ、表敬のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い
申し上げます。ありがとうございました。

《釧路北ローターアクトクラブ会長 中村 理恵子 さん》
皆さんこんにちは。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会長を務めさせていただきま
す中村理恵子と申します。隣におりますのが幹事の畠山優奈です。まず初めに釧路西ロータリークラブ様にお
かれましては、毎年の助成金をいただき本当にありがとうございます。また、年に一度例会にお邪魔させてい
ただきローターアクトクラブについて知っていただくプログラムをさせていただいております。ありがとうご
ざいます。今年度、私達のクラブテーマは「前進～to the one step～」です。アクターとしての活動は、月
に 2 回の例会、毎年行っております奉仕活動、そしてブロック行事から地区行事までさまざまなものがありま
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す。その一つずつをしっかりと理解しながら、準備をして本番を迎えて、最後終わったら振り返る。一つの事
柄でその事柄で会員が一歩ずつ成長できる機会になったらと思っております。
そして自分のためにできること、
地域の皆様にできること、会員一人一人がしっかり考えて行動できる様なクラブにして行きたいと思っており
ます。また、ローターアクトクラブという世間の認知度の低さ、会員の減少、会員のクラブ活動の意味の理解
の差など、
問題点も多くあるのも現状です。
全てを少しずつ解決できる様に意味のあるクラブ活動ができる様、
努力していきたいと思います。また、釧路西 RC の皆様にも引き続き弊クラブへご指導ご鞭撻をいただきたく
思っております。最後になりますが、釧路西 RC の皆様の益々のご発展とご健勝をご祈念申し上げまして、表
敬のご挨拶とさせていただきます。本年度一年間よろしくお願い致します。

【謝 辞】 那知 会長
本日は西ロータリークラブのために、釧路ロータリークラブ、釧路北ロータリークラブ、白糠ロータリーク
ラブ、釧路東ロータリークラブ、釧路南ロータリークラブ、釧路ベイロータリークラブ、釧路北ローターアク
トクラブの皆様方に来訪をいただき本当にありがとうございます。今後もぜひ皆様と一緒にロータリーの発展
に尽くしたいと思いますので、よろしくお願い致します。今日はありがとうございました。

《例会運営委員会 張江委員長》
張江委員長》
７月１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
１４名 欠席者
１５名
会報委員長： 大場 恵治
委員：
佐久間 好明

副委員長： 坂口 裕二
三木 克敏
小泉 和史
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「編集：大場委員長」

出席率 48.3％

