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

2016～2017 RI テーマ 「人類に奉仕するロータリー」
≪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

幹事 松田 正昭

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

≪本日のプログラム≫ 5 月２２日 １２：３0

≪次回のプログラム≫ 5 月 2９日 １８：00

普 通 例 会

夜 間 例 会

青少年月間 ゲスト卓話 担当：社会奉仕・新世代委員会

クラブアッセンブリー 次年度活動計画検討 担当：次年度理事
会

201７年５月 22 日(月) 第３9 回 通算 2182 回
【点 鐘】 小泉会長
【ロータリーソング斉唱】 三木会員
「我らの生業」

【お客様と来訪ロータリアンの紹介】 小泉会長
釧路ロータリークラブ
甲賀信彦 君
釧路北ローターアクトクラブ
会長 斎藤慎也 君
幹事 中島 裕 君
【会長挨拶】 小泉会長
みなさん、こんにちは。釧路地区もやっと桜が開花し、各所で見ごろを迎えておりますが、
先週末は花見をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。20 日・土曜日は国際ロータリ
ー第 2500 地区 第 7 分区飲酒運転撲滅及び交通事故防止キャンペ－ン第 10 回パ－クゴルフ
大会が開催されましたが、私と松田幹事は所用で参加することができませんでしたが、参加し
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て下さった加藤会員、平会員に感謝申し上げま
す。5 月は青少年奉仕月間となっておりますが、
本日は釧路北ロ－タ－アクトクラブ会長に来
ていただき、現在の近況報告をしていただく予
定のなっておりますので、後ほど、よろしくお
願い致します。以上で会長挨拶終わります。

【幹事報告】 松田幹事
・5/13 に行われました、釧路ベイロータリークラ
ブ創立 20 周年記念行事に際しまして、令状が届
いております。
・本日お越しいただいております北ローターアク
トクラブより、5 月例会のご案内をいただいてお
ります。
・厚岸ロータリークラブならびに、根室ロータリ
ークラブより 4 月会報および 5 月プログラムの
ご案内が届いております。

【委員会報告】
〇親睦活動委員会

上杉委員
【ニコニコ献金】
・本人誕生…金田会員
・結婚記念…石川会員
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【本日のプログラム】 担当：職業奉仕
◎青少年奉仕月間・ゲスト卓話
釧路北ローターアクトクラブ会長 斎藤慎也 君
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会長の斎藤慎也です。
まず始めに、本日は、例会プログラムとして、幣ク
ラブの活動についてご報告させていただく機会を頂戴
いたしまして、誠にありがとうございます。また毎年
多大なる助成金をいただきまして感謝御礼申し上げま
す昨日行われましたチャリティーフリーマーケットの
物品をご提供していただきまして本当にありがとうご
ざいます。
それでは、さっそくではございますが、今年度の釧路北ローターアクトクラブの活動について、スライドを
ご覧いただきながらご紹介させていただきます。それでは、前方のスクリーンをご覧ください。
会長方針について
今年度のクラブテーマですが、
『奉仕でつながる
絆』と掲げました。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ほしいと思い活動してまいりまし
た。
現在の会員について
続きまして、現在の会員についてご報告いたします。今年度は会員１５名でスタートした幣クラブでござい
ますが、各ロータリークラブの皆様に多大なるご協力をいただきまして、会員が３名入会いたしました。残念
ながら２名の退会がございまして現在１６名で活動しております。
ローターアクトクラブとは
創立 １９７１年１０月１３日 提唱 釧路北ロータリークラブより発足され、１８歳から３０歳までの社
会人、学生がロータリーの指導・後援のもとに奉仕活動を行い、その活動を通じて地域社会における将来の指
導者として成長することを目標としています。次にローターアクトクラブの目的をご説明いたします。青年男
女が役立つ知識、技能を高め、親睦や奉仕を通じて、それぞれの地域社会をはじめ世界社会に貢献すること目
的としている。
会費・例会について
企業・一般会員 １２,０００円／年
●例会日 原則月２回（７日・２２日）
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●開始時間 平日１９:３０～２１:００
土曜１９:００～２１:００
●場 所 釧路市交流プラザさいわい
釧路センチュリーキャッスルホテルにて行っております。
通常例会について
ここからは、通常例会についてご説明させて頂きま
す。通常例会というのは各委員会分かれていて月２回
自分たちの勉強になるような例会を手作りで行ってお
ります。普段行っている例会活動の内容ですが、例え
ば【釧路の未来について】という例会です。内容とし
ましては、釧路公立大学生に留学生４名ほど出席して
いただき釧路が観光立国ショーケースに選定されたこ
とを受けなぜ選定されたのか深く掘り下げその後グル
ープワークになり釧路市、管内含めた独自の観光プラ
ン作成し地元の魅力を再確認、再発見した例会でした
【国際問題の現状を知ろう】という例会です。国際問題であります。様々なメディアに取り上げられているア
ルビノについて学び身近にアルビノの人がいたらどのように接するのか発表しました知識をあるだけでも考え
方や理解度が違うことを感じることができた例会でした。
通常例会②について
続いて、
【介護について学ぼう】という例会では、私の本業であります介護について私から説明させていただ
き実技を交えながら負担がかからない介助方法を行いました。様々な職業の会員が在籍しているからこそ各会
員の専門的な分野を学べる機会でありいい例会だったと思います。
ゲスト例会について
続きまして、ゲスト例会についてご説明いたします。まず、
【釧路の地酒について知ろう】という例会では、
釧路の唯一の酒造である福司様に訪問させていただき梁瀬一真様からルーツや地酒の定義、今後の未来等の講
話を頂いた後、実際に酒蔵を見学し地酒について知識を深めることができました。
２つ目に【釧路の防災について考えよう】というテーマのもと、日本防災士機構認定防災士の辻川実様をお
招きいたしまして、これまでの釧路の被災実態と今後予想される自然災害や実際に起きた時に心がけることな
どをスライドショー用いながらご講話いただき最後に「もしイベント中に災害が起きた時にどのような行動が
必要なのかシュミレーションを行い実践的に防災について学ぶことができました。非常に勉強になる例会でし
た。
親睦例会について
続いて、親睦例会についてご報告いたします。今年度は、会員増強・維持を図るため、４つの親睦例会を開
催いたしました。8 月頃に地区協議会の、長靴アイスホッケー例会を行いました。また、今年度年末のクリス
マス例会は釧路北ロータリークラブ様と合同で開催致しました。春に開催いたしましたボウリング例会新年の
百人一首例会には、多くのロータリアンの皆様に、ご出席いただきまして、会員一同、親睦を深めさせていた
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だきました。
釧路北ローターアクトクラブ創立４５周年記念例会について
当クラブのチャーターメンバーであり、第４代目会長を務められた、端谷 正様をお招きし、
「アクトと私の
人生」というテーマの元、ご講話をして頂きました。その後、２５００地区辛島 俊英地区ローターアクト代
表、高瀬 英俊地区代表ノミニー、当クラブ直前会長 小甲 薫の３名にて「アクト活動を通して得たもの」と
いうテーマで、パネルディスカッションを行いました。今後の活動に活かせる内容となりました。
地区協議会
今年度は１０月８日・９日に地区行事の地区協議会を釧路で開催致しました。当日は小泉会長、松田幹事は
はじめ平委員長にはご参加していただき本当に本当にありがとうございました無事盛大に開催することができ
ました。２５００地区のローターアクターが参加されローターアクトクラブとしての知識を吸収し、活動意義
を理解する行事であります。ホストクラブとして地元の食材をの企画プログラムも組まれておりますので釧路
の魅力を再発見するプログラムを企画しております。具体的に申し上げますと釧路の街を歩いてもらい釧路の
景観や歴史的な建造物や街並み見てもらい魅力を再確認するプログラムを考えております。
２日目は、スポーツ交流会。内容としまして運動能力の差が関係なくみんな楽しく行えるスポーツとして釧
路町の発祥でもあります「長靴アイスホッケー」を行いました。今回ホストを務めた経験は必ずこれからのア
クト活動、社会人として大きな経験を得ることができました。引き続き釧路西ロータリークラブの皆様にはご
支援・ご協力のほどお願い申し上げます。
釧路北 RC 合同例会について
続いて、年に２回、釧路北ロータリークラブ様と合同例会を行わせて頂いておりますが、毎年ロータリアン
の皆様のご講話を拝聴し、ロータリー活動の歴史や意義などについて、学ぶことができる大変貴重な機会をい
ただいていると感じております。
第３ブロック合同例会について
更に、年に１回、釧路・帯広・根室のアクトクラブが集まり、３時間にも及ぶ合同例会を開催しておりまし
て今年度は帯広にて行われました。各クラブの例会を見せ合い、クラブの特色や例会の作り方などを学び、共
有することによって自クラブの例会の質を向上させることを目的としております。
アクトの日
アクトの日とは９月１０日に最も近い日曜日に全国のローターアクターが奉仕活動を行い市民へのアピール
及びアクターの意識向上のために行っています。今年度は帯広にて開催され帯広のイベント「ホコテン」参加
し第３ブロックとしては縁日を行い射的・わたあめ・かたぬき・輪投げでした。この売上金約４万７千円を去
年台風１０号で被災された十勝の方々に寄付させて頂きました。次年度は釧路にて開催となりますので会員一
同しっかり準備をしていきたいと考えております。
今年度の奉仕活動について
例会以外にも様々な奉仕活動を行っております。まずは年２回行っております毎年恒例の新くしろ川河川敷
清掃ですが、鶴見橋より愛国・文苑方面の駐車場までの一区間を往復し、約１時間程度の清掃活動を行い
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今年度は今年の５月１４日に実施しました。
きんれんかの里への施設訪問
清掃活動と同日に行い今年度で６回目となりましたきんれんかの里様へ訪問いたしまして、花壇の整備と２５０
株の花植えを行いました。花植えの後は、利用者様と画用紙を使用した、飛び出すカードを作成し飛び出してとこ
ろから１輪挿し用のお花入れ一緒に作成いたしました。生花のプレゼントと共に、完成した作品を見て、利用者様
がとても喜ばれている姿が印象的で、アクト会員一同、奉仕活動の喜びや、やりがいを実感することができました。
更に施設訪問の様子は、新聞に掲載されました。
東日本大震災復興支援チャリティーフリーマーケットの実施
今年度は昨日５月２１日に、釧路フィッシャーマンズワーフ MOO にて、東日本大震災復興支援のための第
７回チャリティーフリーマーケットを開催いたしました。フリーマーケットでは、会員の職場や友人知人、そ
して第七分区全ロータリークラブの皆様に、物品提供のお願いをいたしまして、釧路西ロータリークラブの皆
様におかれましても、物品提供のご協力いただき、本当に感謝しております。おかげをもちまして、５００点
を超える物品を集めることができました。また、釧路新聞や北海道新聞での告知も行った結果、当日は沢山の
お客様が来てくださり、売上金は２万９００円、募金額は１万５００円、合計４万０１１２円の寄付金となり
ました。
桜植樹活動Ⅰ
釧路で桜の見所を増やそうということで、3 年前からスタートいたしました、桜植樹のための活動について
です。まずは第一弾として、８月の２４時間テレビの際に、釧路北ロータリークラブ平井様のご厚意で、不動
産のビック釧路店の駐車場のスペースをお借りいたしまして、今年度はヨーヨー釣りやスーパーボールすくい
の縁日を行いフリーマーケットも開催しました、今年度の売上金は、１万円となりました。
桜植樹活動Ⅱ
続いて桜植樹活動として、今年の３月末に、イオン釧路店の入口にて、釧路で桜を増やしましょうと声掛け
を行い、チラシを配りながら募金活動を実施いたしました。募金額は、２時間で６万３４１２円となりました。
今年度は６月３日土曜日に行い緑ヶ岡公園内に２メートルのエゾヤマザクラ１０本の植樹を予定しておりま
す。
最後に会長として今年度についてまたローターアクトクラブの魅力についてお話しさせて頂きます振り返ら
ふた も じ

せていただきます。まずは、
【感謝】という二文字が素直な気持ちです。例年以上に沢山のロータリアンの皆
様が例会に参加してくださった事そして活動を通じて、私達の成長をあたたかく見守って下さっている釧路西
ロータリークラブ様の皆様、本当に感謝いたします。年度が始まる前までは、プレッシャーと不安の毎日でし
たがロータリアンの方々、たくさんの助言をいただき気持ちを奮い立たせてのスタートでした。
そして、今年度は、地区行事のホストなど常に多くの方々からの、あたたかいご支援とお力添えがあったか
らこそ一人では出来ないことを成功することができたと感じております。年度が終わろうとしている今、気が
付けば「恩返し」というよりも会長という役職がこれまで以上に自分を成長させてくれていた事に、感謝の気
持ちでいっぱいです。また、企業会員としてローターアクトに入会させていただきアクト活動に快く送り出し
てくださっている職場にもこの場をお借りいたしまして、改めて心からの感謝をお伝えしたいと思います。
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本当にありがとうございます。
この勢いのまま、次年度中島会長へと引き継いでいき、次年度以降は、会長経験者としてまた幹事としてク
ラブの更なる発展のため力を注いでいきたいと思っております。最後になりますが、日頃より、多くのご指導
ご鞭撻をいただいております釧路西ロータリークラブの皆様に心からの感謝を申し上げまして、結びの言葉と
させていただきます。本当に本日ありがとうございました。

【次回例会のご案内】
5 月 29 日（月） 18：00～
◎クラブアッセンブリー 次年度活動計画検討
（担当：次年度理事会）
《例会運営委員会》
5 月 22 日

在籍数

28 名

「編集：三木委員」

出席者
13 名
欠席者 15 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

7

出席率 46.43％
高田 智弘

小栗 直也

