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普 通 例 会

夜 間 例 会

ハンマー伝達式・バッジ交換、会長・幹事就任挨拶

クラブアッセンブリー出航式（理事・委員長就任挨拶）

201６
201６年７月４日(月) 第１回 通算２１４４
通算２１４４回
２１４４回
【ハンマー伝達式・バッジ交換】

【前会長並びに幹事へ記念品の贈呈】

【点 鐘】 小泉会長
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【ロータリーソング斉唱】

「国歌」
「奉仕の理想」 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】

国際ロータリー第２５００地区第７分区
川村 利明 ガバナー補佐
伊東 幸裕ガバナー補佐幹事
釧路 RC
会長 木下 正明 君
釧路北 RC
会長 富樫 孝之 君
釧路東 RC
会長 中村 孝行 君
音別 RC
会長 眞籠 敏夫 君
釧路南 RC
会長 佐藤
了 君
釧路ベイ RC 会長 渡辺 雅樹 君
釧路北 RAC 会長 斉藤 慎也 君

幹事
幹事
幹事
幹事
幹事
幹事
幹事
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【乾杯】三宮パスト分区代理
本日は当クラブの第 1 回目例会に、川村ガバナー補
佐、各クラブ会長・幹事さん、ご来訪いただきまこと
にありがとうございます。今年、川村ガバナー補佐は
ロータリーの精神・理論を変えることなく継続し、ま
た地域住民・地域社会と一緒に継続することを言って
らっしゃいます。各クラブにおきましても、それぞれ
の形で計画を組み、この一年実行に移されると思いま
す。大変なことではございますが、みなさんで頑張っ
て目標を達成していただきたいと思います。それでは
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乾杯の音頭をとらせていただきます。各クラブの益々の発展、本日おいでの来訪ロータリアン、
7 分区の会員のみなさま方のご健勝を祈念して、乾杯したいと思います。乾杯。
【会長挨拶】小泉会長
改めまして、みなさんこんにちは、本年度、釧路西
ロータリークラブ会長を仰せつかりました、小泉和史
でございます。今年度、第 1 回目の例会にあたりまし
ては、前年度三木克敏会長そして菊地康平幹事には、
本年度に支障なく引き継ぎが、できました事に大変感
謝申し上げます。本日は、国際ロ－タリ－第 2500 地
区 第 7 分区、川村ガバナー補佐、伊東補佐幹事はじ
め、各クラブの会長、幹事様におかれましては、大変
お忙しい中、ご来訪いただき、釧路西ロ－タリ－クラ
ブ第 1 回目の例会を開催することができましたことに心から感謝と御礼を申し上げる次第でご
ざいます。先ほど、ハンマ－伝達式ということで、三木克敏直前会長からそして加藤精二 SAA
を通じてハンマ－伝達をいただきました。まさに、釧路西ロ－タリ－クラブの歴史をしっかり
と受け継いだ中会長を務める責任の重さに身の引き締まる思いでございます。会長としての仕
事は 7 月 1 日から始まりましたが、先週は南クラブさん、北ロ－タ－アクトクラブさんとお邪
魔させていただき、本日が 3 日目となります。また、本日例会終了後には、音別クラブさん、
そして明日からは、残り 5 クラブさんを表敬訪問する予定となっております。さて、ＲＩ会長
ジョン F・ジャ－ム氏は今年度のテ－マを『人類に奉仕するロ－タリ－』そして、駒形曙美ガ
バナ－は『ロ－タリ－のあしたのために、積極的に行動しよう』を掲げております。それを受
け、当西クラブは『未来へつながる奉仕活動を』を会長方針のテ－マに掲げさせていただきま
した。現時点だけではなく、未来の地域社会がよりよくなるように、地域の現状を把握し、わ
ずかな変化にも目を向けて、未来の地域社会に貢献できる奉仕活動を積極的に行動してまいり
たいと思っております。今年度の会員数は 28 名のスタ－トとなりましたが、より深い結束を
もってロ－タリ－活動を推進していく決意でございます。今年度 1 年間、会長職をまっとうで
きるよう、会員みなさま方のご指導、ご協力をお願い致しまして、第 1 回目の会長挨拶とさせ
ていただきます。1 年間よろしくお願い致します。
【幹事報告】松田幹事
今年度、幹事を務めさせていただきます松田でござ
います。微力ではございますが、小泉会長を 1 年間サ
ポートさせていただく所存です。何とぞ、よろしくお
願い申し上げます。
・ 7 月のロータリーレートは、イギリスの国民投票の
結果を受け急激な円高となり1ドル102円となり
ました。
・ 根室ＲＣ様より活動計画書が届いております。また、
近隣クラブ様より例会案内が来ておりますので、ご回覧下さい。
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・ 先般、会費の請求書をご送付させていただいておりますが、会員証は入金確認後をもって各
会員に発行いたします。ご了承ください。
・ 東堂ガバナー月信、駒形新ガバナー月信が届いております。また、新年度ロータリー手帳、
第 7 分区会員名簿ならびに当西クラブ活動計画書も揃いましたので、パーソナルボックスに
入っております。ご確認ください。
【本日のプログラム】ガバナー補佐、各クラブ会長挨拶
担当：理事会
◎国際ロータリー第２５００地区第７分区 川村 利明 ガバナー補佐
みなさんこんにちは、本年度第７分区ガバナー補佐
を拝命いたしました音別ロータリークラブの川村でご
ざいます。そして、補佐幹事の伊東幸裕であります。
やはり７月１日は来てしまいました。当たり前ですが
今この場で大変な１年が始まろうとしていることを実
感しています。本年度第７分区ガバナー補佐としての
最初の役割を務めさせていただきます。
本年度RI 会長、
ジョン・ジャーム氏は「人類に奉仕するロータリー」
というテーマを掲げられ、創立以来の職業分類を基本とした高い倫理基準のもとに行われる「奉
仕」が人類のより良い世界を築くと述べられております。駒形曙美ガバナーは、そのテーマ推
進のため「ロータリーのあしたのために、積極的に行動しよう」と呼びかけられ、ロータリア
ン一人一人の積極的な活動がクラブ活力を生み、地域社会への「奉仕」の推進に繋がります。
先ず、行動しようと決意され１０項目の地区活動目標を掲げられました。特に公共イメージ向
上の推進については大事なことと受け止めております。どうぞガバナーの思いにご協力お願い
申し上げます。分区事業につきましては昨年度からの事業を全て継続させていただきたいと思
っております。また、
「IM」につきましては音別という小さなクラブではありますけど親クラブ
である白糠クラブさんのご協力をいただきながら、よい大会にできますよう努めてまいります。
ロータリーが今日まで発展を続けてきた要因は、創立の精神と理念を変わらずに「継続」して
きたことにあると考えます。見失ってはいけない大事なものを守り、
「継続」していかなければ
ならないと考えます。その上で、ロータリーと地域、ロータリアンと地域住民がより良く「繋
がり」
、そしてそれが「継続」できるよう努めてまいりますので、本年のご協力をよろしくお願
い致します。結びになりますが、小泉会長・松田幹事のもと、釧路西ロータリークラブの活動
が良い成果をあげられ、実りある一年でありますようご期待申し上げご挨拶とさせていただき
ます。
◎釧路 RC 木下 正明 会長
今年度、釧路ロータリークラブの会長を務めます
木下正明です。一緒に参りましたのは幹事の樋口貴
広君です。一年間、どうぞよろしくお願い致します。
釧路ロータリークラブは本年 11 月、創立８０周年
を迎えます。これを踏まえ今年度の会長方針を『地
域の未来に奉仕し、その活動を知ってもらおう！』
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と掲げました。地域の未来を担う青少年への奉仕を第一の柱とし、例年の年間 1２名前後の高
校生への奨学金の拠出や全国アイスホッケー大会の開催に加えまして、記念事業として市内の
小中学生 3,000 名に数学検定を寄贈し、釧路出身で東進ハイスクールの数学講師 志田晶氏に
地域の未来に数学を活かす内容のご講演をしていただきます。また、釧路芸術館で今月 31 日㈰
午後 2 時から台湾の民族楽器の演奏で世界中に活躍している台湾新竹市東区三民小学校の楽団
をお招きして日台親善小学校交流演奏会開催いたします。11 月 5 日（土）に開催されます志
田先生の講演会、また、記念式典とともに多くのロータリアンのお仲間にご参加いただければ
と思います。節目の年に微力ながら地域の未来の可能性の一助となる一年にしたいと思います。
結びになりますが、本年度も釧路南ロータリークラブの活動が小泉会長の元、輝きある一年に
なることを祈念して挨拶とさせていただきます。
◎釧路北 RC 富樫 孝之 会長
こんにちは、今年度釧路北ロータリークラブの会長
を仰せつかりました富樫孝之でございます。隣におり
ますのが幹事の平井昌弘君でございます。私ども釧路
北 RC は釧路クラブ様のスポンサーの下、昭和 33 年
に創立させていただき、今年で 58 年目を迎えること
になりました。今年度、会長方針として「堅実な精神
で、誠実な奉仕を」とさせていただきました。我々ロ
ータリアンであると同時に企業人でもあります。自分
の日常、職業が充実していることが理想、前提である
と考え、常に誠実に物事を考え、有意義なロータリー活動を行ってゆきたいと思っております。
また、
私どもの提唱クラブであります釧路北 RAC に対しましても西クラブのみなさまには深い
ご理解と特段のご配慮をいただいていることをこの場をお借りして感謝申し上げます。過去に
は西クラブ様からのアクトの企業会員が大勢いたと記憶しております。経済状況が大変厳しい
なか恐縮ではございますが会員増強にもご協力いただければ幸いでございます。これから一年、
様々な場面でみなさまにもお世話になることも多々あろうかと思いますので、どうぞよろしく
お願い申し上げます。最後になりますが、釧路西ロータリークラブ様の益々の発展、小泉会長、
松田幹事をはじめ、会員みなさまのご健勝をご祈念申し上げ、表敬のご挨拶とさせていただき
ます。
◎釧路東 RC 中村 孝行 会長
こんにちは。ご紹介をいただきました東ロータリー
クラブ会長の中村でございます。隣にいるのが幹事の
青山でございます。この二人で、一年間、頑張らせて
いただきますのでよろしくお願い致します。イメージ
的になのですが、先ほど木下会長も言っていたのです
けれど、鳥取西ということですが、東西という言葉を
よく使います。幣舞橋から上が私の東、太平洋炭鉱さ
んの関係があったものですから、幣舞橋から向こうに
事業所だとか住まいがある方が東で、鳥取橋から向こ
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うが西さんというイメージが非常に強いのですが、実は私自身も会社が鳥取大通の 5 丁目にあ
りまして、実は 3 回引越ししているんです。ところが全部が鳥取大通 5 丁目なんですね。その
間、公私共に、パスト会長の張江さんも含めて、またパスト会長の谷口さんもそうですけれど、
色々なことで公私共にお世話になり、会社がまだ小さかった時、張江会長のビルの 2 階に土地
があったものですから、お貸しいただけないかと非常にご迷惑をおかけしました。谷口さんに
もそうです。今、那知さんは今日は来ていませんけれど、当社の顧問弁護士が那知さんです。
きっかけもそうなんですけれど、大地みらい信用金庫の西港支店の、鳥取西港支店を買ったの
も私でございまして、うちの会社も非常に鳥取地区とは縁があります。私も鳥小・鳥中の卒業
で、その後、希望学園に行きまして、眞籠会長と佐藤会長の大先輩の二人いるんですけれども、
鳥取西ロータリークラブに入ったほうが良かったのかなという風に今、思っているのですけれ
ど、ただ一つ言えることは、ロータリーに地域はありませんし、どこのロータリーに入っても
こうやって色々な方と仕事の部分も含めてお世話になっているんだなと考えながら、振り返っ
て 16 年なんですけれど、ここでこうしてみなさんと同じテーブルでお話できること、また活
動できることを誇りに思っております。小泉会長・松田幹事の下で今年一年、西クラブさんス
タートを切りました。第 7 分区は一つですので、今後ともひとつ、私達も明日、第 1 回目の例
会がありまして、そのときに色々と東ロータリークラブのお話もさせていただこうと思ってお
りますので、どうか西クラブさんの今年一年、ご隆盛にてご活躍されることをご祈念申し上げ
まして、私のご挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。
◎音別 RC 眞籠 敏夫 会長
みなさまこんにちは。２０１６～２０１７年度 第
３８代目音別ロータリークラブ会長に仰せつかりまし
た眞籠敏夫でございます。幹事は昨年に引き続き水野
が担当致します。この一年間どうぞよろしくお願い致
します。釧路西ＲＣのみなさまにおかれましてはロー
タリー活動を通じまして日頃よりお世話になり、この
場をお借りして御礼申し上げます。当クラブも２０１
６～２０１７年度は光栄なことに初めて川村ガバナー
補佐を輩出することとなり、当クラブとしてはクラブ
総動員で支えなければと考えております。しかし、当音別ロータリークラブにおいてはみなさ
まご存じのように、１５名の小世帯でございます。第７分区ロータリアンみなさまのお支えな
しでは到底無理であると考えておりますので様々な場面におきまして絶大なるご支援ご協力を
いただければ幸いに存じます。さて私ですが、７年目にして会長という大役が回ってきました
が、いまだに右も左もわからなく、幹事におぶさっているのが現状です。また、会長という職
責にあっても挨拶が不得意であり言葉が足らずの所もありますがお許しのほどお願い致します。
最後になりますが、２０１６～２０１７年度 釧路西ロータリークラブが小泉和史会長、松田
正昭幹事のもと、さらに発展されることを祈念致しまして甚だ簡単楚辞ではございますが表敬
訪問のご挨拶とさせていただきます。どうぞ本年度一年間よろしくお願い致します。
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◎釧路南 RC 佐藤

了 会長

こんにちは、釧路南ロータリークラブの会長を仰せ
つかりました佐藤 了（りょう）と申します、横にお
りますのは信頼すべきパートナー前田裕治幹事です。
今年度の１年間会務を遂行して行きますので、よろし
くお願い致します。先週の１日、当釧路南ロータリー
クラブへ小泉和史会長・松田正昭幹事の表敬訪問に対
しまして、先ずもって感謝申し上げます。本日は、新
年度の表敬訪問第２日目貴、釧路西ロータリークラブ
へ表敬の訪問をさせていただいております。私自身、
２０１３～１４年葭本ガバナー・北川ガバナー補佐、貴クラブ那知会長・山本幹事年度に幹事
を仰せつかりまして佐藤玄史会長とも表敬訪問をさせていただき、本日２回目となりますが、
大変緊張しております。貴釧路西ロータリークラブはまもなく半世紀を迎えられる歴史を持つ
先輩クラブでもあり、第７分区の行事、会長・幹事会、会報などを通し、学ぶ事が多く感謝申
しております。当釧路南ロータリークラブは新年度会員数 25 名、うち女性会員６名体制でス
タートします。また、音別ロータリークラブ川村利明ガバナー補佐を微力ながら支え頑張る所
存です。本年度、第３６代会長としまして「温故知新」古きも学びロータリーの未来へ生かそ
う、をテーマとさせていただいております、また国際ロータリーより大きく変わりつつある情
勢と年度事業等を次年度以降のため、また、まだ先ですが当クラブが４０周年を迎える準備と
してクラブ全員で検討・学習する年度にして行きたいと思っております。当然、今年度クラブ
の目標はありますが、会員増強・退会防止や出席率向上・寄付運営・献血・植樹・清掃なども
全会員の親睦活動を第１に考えますと、各委員会担当の例会がスムーズに行われるものと考え
ております。更に大切な食事の内容も、素材によっては食べられない会員のためホテルと相談
し考えて行こうと思っております。また、貴釧路西ロータリークラブとの交流ということもク
ラブ担当委員会とはかり、集団メイキャップの相互訪問を通しクラブ間の交流を図っていきた
いと考えています。最後になりますが、釧路西ロータリークラブの小泉会長・松田幹事の今後
のご活躍とともに釧路西ロータリークラブ会員みなさまのご健勝と、クラブのご発展を祈念し
まして表敬訪問のご挨拶と致します。１年間よろしくお願い申し上げます。
◎釧路ベイ RC 渡辺 雅樹 会長
西クラブのみなさま、こんにちは。ただ今ご紹介い
ただきました、今年度、釧路ベイロータリークラブ会
長の渡辺雅樹と申します。同行しております、幹事の
植原元晴君です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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 19 年を迎える事ができまし
た。今年度は 20 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これまでのご指
導、ご鞭撻があればこそと感謝申し上げます。創立 20
周年祝賀会を 2017 年 5 月 13 日土曜日に予定しております。ベイクラブらしくド派手に上品
に行儀よくをモットーに当クラブの成田実行委員長のもと、来ていただいた方に楽しんでいた
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だけるよう、式典を段取りしていきたいと思っております。 西クラブ様にもたくさんの御出
席をお願いしたいと思います。実を申しますと 5 年前、小泉幹事の時に私の横におります植原
君が会長で僕が幹事でした。小泉会長さんとは同じ年度での幹事、会長となり、入会年度も同
じでとても親近感があり、これから色々と相談をさせていただければと思っております。最後
になりますが、小泉会長、松田幹事様のご活躍と会員みなさまのご健勝、ご多幸とクラブのご
発展をご祈念申し上げ、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。
◎釧路北 RAC 斉藤 慎也 会長
みなさま、こんにちは。ただいまご紹介いただきま
した、釧路北ローターアクトクラブ、４６代目会長を
務めさせていただきます、斎藤慎也と申します。隣に
おりますのが、幹事の中島裕です。１年間どうぞよろ
しくお願い致します。まず始めに、釧路西ロータリー
クラブのみなさまにおかれましては、毎年の助成金を
いただき、会員一同、心より感謝申し上げます。また
前年度特別に支援金をいただきましたことをこの場を
お借りしまして御礼申し上げます。さて、今年度のク
ラブテーマは、
「奉仕でつながる絆」としています。ローターアクトクラブに入会した目的、楽
しみ方は会員一人ひとり違うと思いますが活動していくなかで信頼関係が生まれ絆が深まって
いくと考えております。絆が深まっていくような活動を積極的に幅広く行っていくクラブにし
たいという想いからこのクラブテーマを掲げました。アクト活動は、決して楽しい事ばかりで
はありませんが皆で同じ目標に向かって実行した時、様々な経験が得られると同様に会員同士
の絆も深まっていくと考えております。今年度は１０月８日・９日に釧路で地区協議会が開催
されます。また釧路北ローターアクトクラブは創立４５周年を迎える年度となっております。
地区協議会・４５周年がある年度だからこそ成功させるためには会員の協力・信頼関係が大事
になりますので月２回の例会・日々の活動で絆を深めていかなければ成功はできないと考えて
おります。またローターアクトクラブは自分の地域だけではなく他の地区、国際的なつながり
ができることも魅力の一つだと思っております。今年度は国際交流の一環として釧路に来てい
る留学生と共に行う活動も考えております。今期は、１６名のスタートとなります。在籍年数
の長い会員が卒業等で退会し新人会員が多いためローターアクトクラブとしての活動意義の理
解を深めながら楽しく活動ができるように努力してまいります。また２期連続幹事を務めた経
験を活かし認知度の向上にも努めていきたいと思っております。先ほども申し上げましたが今
年度は地区協議会・４５周年という大きな行事がございます、また日々の活動を通じて会社と
は少し違った目線での成長ができることをお約束いたしますので、度重なるお願いではござい
ますが、１８歳から３０歳までのお知り合いの方や従業員の方がいらっしゃいましたら是非入
会のご検討していただき、会長または幹事までご一報頂ければ幸いです。釧路西ロータリーク
ラブのみなさまにも、引き続き幣クラブへ、ご指導、ご鞭撻いただきますよう、お願い申し上
げます。最後に、釧路西ロータリークラブ様、会員のみなさまのますますのご発展とご健勝を
祈念いたしまして、表敬のご挨拶とさせていただきます。今年度 1 年間、よろしくお願い申し
上げます。
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【委員会報告】
◎親睦活動委員会（進行時間の都合により割愛）
【ニコニコ献金】
・ 一年間よろしくお願いします…小泉会長、松田幹事

【会長謝辞】
本日は大変お忙し中、当クラブ第一例会にご出席をいただきまして、誠にありがとうござい
ました。また、各クラブ会長様には大変ご丁寧な心温まるご挨拶をいただきましたことに、心
から感謝申し上げます。今年 1 年、川村ガバナー補佐を中心にしてこの和を大切にまた、各ク
ラブさんと手を繋ぎながら第 7 分区、そしてロ－タリ－クラブ発展のために、微力ではござい
ますが、一生懸命努力して参りたいと思っております。今日こうしてご来訪下さいましたロ－
タリアンみなさま方のご指導、ご協力を賜れば幸いと存じます。最後になりますが、第 7 分区
内の各クラブのご繁栄、そしてロ－タリアン皆様方のご健勝を心からご祈念申し上げまして、
御礼の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
【次回例会のご案内】
７月１１日（月曜日） 1８:３0～
クラブアッセンブリー出航式（理事・委員長就任挨拶）

《例会運営委員会 三木委員長》
7 月 4 日 在籍数
28 名
出席者
23 名

担当：理事会・親睦活動委員会

「編集：三木委員」

欠席者

5名

会報委員長： 三木 克敏
副委員長： 杉野 史和
委員： 大場 恵治
那知 哲
坂口 裕二
菊地 康平
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出席率 82.14％

高田 智弘

小栗 直也

