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会長 小泉 和史
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幹事 松田 正昭

≪本日のプログラム≫ １２月５日 １２：３0

≪次回のプログラム≫ １２月１２日 １８：０0

普 通 例 会

普 通 例 会

年次総会 次年度理事・役員選出

クラブアッセンブリー 上期反省・下期活動計画

201６
201６年１２月
１２月５日(月) 第１９回
１９回 通算２１６２
通算２１６２回
２１６２回
【点 鐘】 小泉会長
【ロータリーソング斉唱】
「国歌」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
ソングリーダー：平 会員

【お客様と来訪ロータリアンの紹介】
釧路 RC
甲賀 伸彦 君
【会長挨拶】 小泉会長
みなさん、こんにちは。12 月 1 日は、クリ
スマス家族会の打合せに参加させていただき
ました。親睦活動委員会 櫻田委員長中心に会
員 13 名の出席でした。今年度の親睦活動委員
会は若手会員が多いので、大変楽しみにしてお
ります。クリスマス家族会は年度、最大のイベ
ントでありますので、会員みなさまのご協力を
お願い致します。23 日はぜひ、ご家族の方、
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お孫さんをお誘いの上ご参加をしていただければと思います。さて、本日のプログラムは年次
総会および次年度理事・役員選出ですので、会員みなさまのご協力お願い致します。以上で会
長挨拶とさせていただきます。
【幹事報告】 松田幹事
・ 駒形ガバナー事務所よりガバナー月信
vol.6 が届いております。
・ 近隣クラブ、北・東・南・ベイ各クラブよ
り 12 月のプログラム案内、根室クラブよ
りプログラムの案内と会報 17～20 号が
届いております。
・ フィリピン国育英会バギオ基金より
2015 年度報告書と、基金への寄付のお願
いが届いております。
・ （株）藤プリントより「フォトグラくしろ」
8 号が届いております。今号は釧網本線特集として、とても美しい景色が各ページに広がっ
ております。奇しくも昨日は、留萌線の増毛廃線の日となりニュースをにぎわしておりまし
た。ここ釧路駅を基点とした花咲線および、特集された釧網線も単独維持が難しいとの意見
が出ております。が、経済・観光の面からもぜひとも存続して欲しいものです。
【委員会報告】
◎例会運営委員会

高田委員
【ニコニコ献金】
・ 入会記念…小栗会員、小泉会員
・ 家庭集会残金をニコニコへ

【本日のプログラム】
◎年次総会（定款変更・積立金の名称変更・活用方法について）
次年度理事・役員選出
（松田幹事）
これより定款第 6 条 2 節の基きます 2016～2017 年度の年次総会を開催致します。はじ
めにクラブ細則第 5 条 3 節に基きます定数の確認をしたいと思います。例会運営委員会より出
席者数の発表をお願い致します。
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（例会運営委員会 高田委員長）
本日出席者は 16 名です。
（松田幹事）
会員数 28 名、これに、あらかじめ本日欠席
の意向をされていた会員の委任状 2 名を出席
にみなし、１/３の１０名以上の出席に対し１
８名の出席を確認致しましたので、ここに年次
総会の成立を宣言します。これよりクラブ細則
第 4 条１節に基づき本会の議長は会長とし、
議
事進行を進めて参ります。
（小泉会長）
年次総会の定足数は会員の 3 分の 1 をもっ
て年次総会の定足とする。となっておりますの
で成立致しました。
※小泉会長より定款変更・積立金の名称変更・
活用方法について案が示され承認されました。
現状の積立金目録及び修正後の目録は次の通
りです。

（小泉会長）
会長ノミニ－ですが 1 ケ月前に告示し、11 月 30 日が締切でしたが、立候補者はおりませ
んでした。従いまして会長及び理事会において選考させていただいた結果、金田剛会員を会長
ノミニ－に指名致します。会員のみなさまにご異議がなければ、拍手でご承認をお願いします。
（拍手）ご承認ありがとうございました。引き続きクラブ細則 3 条 1 節に基づく次年度理事の
選出を、松田正昭会長エレクトから発表お願い致します。
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（松田会長エレクト）
こんにちは。次年度、私の年度に協力してい
ただける理事のみなさんを選出させていただ
きましたので発表させていただきます。副会
長・クラブ奉仕担当理事 三木会員、幹事 金
田会員、職業奉仕担当理事 大場会員、社会奉
仕担当理事 佐藤会員、国際奉仕担当理事 山
本会員、青少年奉仕担当理事 菊地会員、会場
監督 那知会員、会計理事 櫻田会員です。ご
承認を賜りますようよろしくお願い致します。
（小泉会長）
ただ今、会長エレクトから発表のありました理事の方々につきまして、ご異議がなければ拍
手をもってご承認願います。
（拍手）ご承認ありがとうございました。
（松田会長エレクト）
ご承認ありがとうございました。それでは、次年度担当理事の方から一言ご挨拶をお願いし
ます。
次年度副会長・クラブ奉仕担当理事 三木会員
松田さんを会長に指名させていただき、副会
長をとのご指名をいただきましたので、二つ返
事でお受けさせていただきました。西クラブに
入会して 10 年目に突入しましたが、5 回ほど
雛壇におりました。
次回で 6 回目ということに
なろうかと思います。無遅刻・無欠席の皆勤賞
を引き続き目指して、松田年度を支えて参ろう
と思います。よろしくお願い致します。

次年度職業奉仕担当理事 大場会員
次年度、職業奉仕ということで仰せつかりま
した。今日、ロータリーのネクタイをしてきま
したところ「どうしたの？」
「気合入っている
ね」などといわれましたが、気合入っています
（笑）
。会長をサポートして、みんなで楽しく
盛り上げていければと思っております。どうぞ
よろしくお願い致します。
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次年度社会奉仕担当理事 佐藤会員
社会奉仕委員長は 2 回目になります。
前回は
何も分からないまま色々とやってきましたが、
次年度は今までの経験を活かして、若い会員の
手本となるように、理事としてしっかりやって
参りたいと思います。よろしくお願い致します。

次年度国際奉仕担当理事 山本会員
次年度、国際奉仕を担当させていただきます
山本です。実は国際奉仕の担当は初めてです。
1993 年の活動計画書を見てみました。
「国際
的視野に立った活動が今日ほど要請されてい
るときはないと思います。国際平和と相互理解
を図るため…」と書かれていますが、最後の結
びのところには「クラブ会長の指示に基いて
…」と書かれています。すごい会長だと思いま
すが、私にはそうした指示は出さずに、次年
度・松田会長、お願い致します。ちなみにこの
時のガバナー補佐（分区代理）は三宮さんでございます。
（会場笑い）ひょっとするとその指示
は三宮さんのものだったのかと、そのように考えています。次年度、一所懸命務めさせていた
だきます。
次年度会場監督 那知会員
こんにちは。来年度の会場監督を務めさせて
いただく那知でごさいます。会場監督は初めて
ということで、不慣れなことは多々ありますけ
れど、会長・幹事、関連委員会の協力を得て、
例会を充実させたいと思っています。みなさま
のご協力をお願い致します。
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次年度会計理事 櫻田会員
次年度、会計を仰せつかりました櫻田です。
数えてみましたが恐らく、会計を担当するのは
4 回目だと思います。会計の仕事については慣
れてきておりますので、みなさんの大切なお金
を、次年度もきちんと管理していきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願い致します。

次年度会長 松田会員
改めましてご挨拶をさせていただきます。次
年度会長を拝命致しました松田でございます。
半年先のバトンタッチではございますが、あっ
という間に〝その時〟は来ると思います。私か
らのお願いに、快諾いただきました次年度理事
役員のみなさまに、厚く御礼申し上げますとと
もに、同時に、理事はもとより会員のみなさま
からのお教えを賜りながら準備を進めて参り
たいと存じます。まずは、今年度幹事としまし
て、会長をサポートし、かつ勉強させていただ
きながら小泉丸の帰港までしっかりと、全うしたいと存じます。何卒、よろしくお願い申し上
げます。
（小泉会長）
小泉会長）
以上をもちまして年次総会を終了致します。
スム－ズな進行にご協力いただき、誠にありが
とうございました。

《例会運営委員会》
12 月 5 日 在籍数
出席者

18 名
28 名

「編集：三木委員」

欠席者 10 名

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

出席率 64.3％

高田 智弘

小栗 直也

