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釧路西ロータリークラブ会報
創立 昭和 45(1970)年
45(1970)年 6 月 8 日 承認 昭和 45(1970)年
45(1970)年 6 月 10 日

2016～2017 RI テーマ 「人類に
人類に奉仕するロータリー
奉仕するロータリー」
するロータリー」
≪例会日：毎週月曜日 12：30～13：30≫

■クラブ事務所■

≪例会場：ANA クラウンプラザホテル 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 小泉 和史

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

幹事 松田 正昭

≪本日のプログラム≫ １０月３日 １2：３0

≪次回のプログラム≫ １０月１７日 １８：３0

普 通 例 会

普 通 例 会

ロータリーの友月間（9 月よりプログラム変更）

職場訪問例会 陸上自衛隊釧路駐屯地訪問

201６
201６年１０月
１０月３日(月) 第１１回
１１回 通算２１５４
通算２１５４回
２１５４回
【点 鐘】 小泉会長
【ロータリーソング斉唱】
「国歌」
「それでこそロータリー」
「四つのテスト」
ソングリーダー：鶴間会員

【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 釧路ロータリークラブ
国際ロータリー第 2500 地区 釧路ロータリークラブ
創立 80 中年実行委員会 副委員長
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木下 正明 君
石田 博司 君

【釧路ロータリークラブ創立 80 周年記念講演会について】

木下会長より、釧路ロータリークラブ創立
80 周年につき、ご挨拶及び全員登録へのお礼
がありました。併せて、記念講演のご案内をい
ただきました。
（右チラシ参照）
日時：2016 年 11 月 5 日（土）
会場：釧路市生涯学習センター大ホール

【会長挨拶】小泉会長
みなさん、こんにちは。先週 26
日の食欲の秋家族例会は、参加する
事が出来ませんでしたが、佐藤副会
長より大変盛り上がりましたと報
告を受けております。親睦活動委員
会のみなさま、改めまして感謝申し
上げます。ありがとうございました。
今月のプログラムは、職場訪問例
会、北見への地区大会、クラブフォ
－ラムと少し忙しい内容となって
おりますが、よろしくお願い致しま
す。
21 日からの地区大会では、西クラ
ブ会員みなさまと懇親を深めたいと思っております。また、ロ－タリ－財団 100 周年シンポジ
ウム開催の案内も届いております。
「国際人道支援の第一線で活躍するロ－タリ－財団学友の報
告」財団奨学生の学友たちが、難民支援の第一線から帰国し、ロ－タリアンに現地の実状、学
友たちの貢献、苦労を直接報告の内容となっております。ぜひ、都合がつく方は申し込み、登
録の方をよろしくお願い致します。以上で会長挨拶とさせていただきます。
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【幹事報告】松田幹事
・ 10 月ロータリーレート 1 ドル
＝102 円
・ 近隣クラブより会報及び例会
案内。
・ 2500 地区駒形ガバナー事務
所より「台風による被災地復興
の為の支援金」の協力のお願い。
先週に引き続き募金をお願い
します。
・ 職場訪問例会（10/17）出欠
締め切り、本日までです。

【委員会報告】
◎例会運営委員会
加藤委員
10 月プログラムについて。
◎親睦活動委員会
菊地委員
【ニコニコ献金】
入会記念 那知会員
奥様誕生 松田会員
結婚記念 菊地会員・那知会員
【本日のプログラム】ロータリーの友月間（9 月よりプログラム変更）
担当：クラブ奉仕委員会
◎佐藤副会長によるクイズ形式卓話
ロータリー検定と称し、以下の問
題が出題されました。Q1.ロータリ
ーの創立は 1905 年である。答え
○ Q2.ロータリーの創始者であ
るポール・ハリスの職業は税理士で
ある。答え× Q3.ロータリーマー
ク（歯車）の歯はいくつあるでしょ
うか？答え 24 個。Q4.ローター
アクトクラブの会員の年齢は、何歳
から何歳まででしょうか。答え
18 歳～30 歳。Q5.クラブの例会
を欠席した場合、メークアップが認
められるのは、例会のときの前後何
日以内でしょうか。答え 7 日。Q6.クラブで会場を監督する役目を、ローマ字 3 文字で答え
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てください。答え SAA。Q7.四大奉仕委員会は、国際奉仕、社会奉仕、クラブ奉仕とあと一
つは？答え 職業奉仕。Q8.「ロータリーの友」誌は毎月 14 万部発行されている。答え○
Q9.1000 ドルをロータリー財団に寄付したら、ポール・ハリス・フェローになれる。答え○。
Q10.日本のロータリアンの数は世界で 2 番目に多い。答え○ Q11.世界中どこのクラブでも
例会時間は 1 時間と決まっている。答え× Q12.三宮会員が昭和 51～52 年に会長を務めた
ときの幹事は谷口会員である。答え×（張江会員）Q12.釧路西ロータリークラブの現在の例会
場は ANA クラウンプラザホテルですが、その前の例会場は栄町会館であった。答え×（ホテ
ルレイトン）Q14.釧路西ロータリークラブにおいて歴代会長を最年少で務めたのは三木会員で
ある。答え×（故・川島会員）Q15.釧路西ロータリークラブにおいて初の女性会員は櫻田会員
である。答え×（佐藤菜穂子会員）Q16.釧路西ロータリークラブ小泉会長年度のクラブテーマ
は？答え 未来へつながる奉仕活動を。Q17.釧路西ロータリークラブの今年度の会員の平均年
齢は 61 歳である。答え×（54 歳）Q18.釧路西ロータリークラブの次の周年行事は 60 周年
である。答え×（50 周年）Q19.会員の職業分類で昔は一業種一人の人しか入会が認められな
かった。答え○ Q20.小泉会長。末広界隈では通称「キョンキョン」と呼ばれている。答え○
（実際、呼ばれている）正答数上位 5 名の会員に、景品が配られました。
【2500 地区ガバナー事務所常設（固定化）賛否について】
◎小泉会長
小泉会長より、駒形ガバナー事務所より届いた文書「2500 地区ガバナー事務所常設（固定
化）賛否について」の説明（文書を会員に配布）がありました。固定化の理由は以下の通りで
す。
1.
2.
3.
4.

ガバナーが変わる度の事務所新設による弊害。
将来的に地区資金（分担金）の徴収額の減額が可能になる。
会員数の少ないクラブからガバナーの輩出が可能になる。
全国の地区の 70%がガバナー事務所固定事務所になっております。

また、
「ガバナー事務所固定化について経過の概略」が示されました。
「ガバナー事務所を一
箇所にする件について」
（回答：賛成します。反対します。どちらとも言えない）へのクラブと
しての回答は、理事会承認を経て小泉会長が提出することになります。
【次回例会のご案内】
（10 月 10 日（月）
：休会）
10 月 17 日（月） 12：20～
経済と地域社会の発展月間「職場訪問例会」
陸上自衛隊釧路駐屯地（現地集合）
担当：職業奉仕委員会

《例会運営委員会》
10 月 3 日 在籍数
出席者

28 名
19 名

「編集：三木委員」

欠席者 9 名

4 史和
会報委員長： 三木 克敏
副委員長： 杉野
委員： 大場 恵治
那知 哲
坂口 裕二
菊地 康平

出席率 67.86％

高田 智弘

小栗 直也

