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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)
45(1970)年
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≫ 9 月１２日 １2：３0

≪次回のプログラム≫ 9 月２６日 １８：３0

普 通 例 会

夜 間 例 会

ライラセミナー参加報告

食欲の秋 家族例会

201６
201６年９月 12 日(月) 第 9 回 通算２１５２
通算２１５２回
２１５２回
【点 鐘】 小泉会長
【ロータリーソング斉唱】
「それでこそロータリー」
ソングリーダー：櫻田会員

【お客様と来訪ロータリアンの紹介】
株式会社ジャパンプランニング 星
智也 さん
国際ロータリー第 2580 地区 東京四谷ロータリークラブ
国際ロータリー第 2500 地区 釧路ロータリークラブ
釧路北ローターアクトクラブ 会長
釧路北ローターアクトクラブ 副会長・地区協議会実行委員長
釧路北ローターアクトクラブ 幹事
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【会長挨拶】小泉会長
みなさん、こんにちは。先週 9 月 10 日（土）
～11（日）
、留辺蘂にて第３６回 RYLA セミナ
－が開催されました。今年度は、株式会社ジャ
パンプランニングの従業員でいらっしゃいま
す、星智也さんに参加をしていただきました。
新世代委員会・平委員長。2 日間に渡り参加し
ていただき、大変ありがとうございました。今
回は私も含め参加できなかったこと、深くお詫
び申し上げます。後ほど平委員長と星さんには、
ライラセミナ－の参加報告をよろしくお願い
致します。さて、みなさまご承知のことと思いますが、RYLA について少し触れてみたいと思
います。ロ－タリ－青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、年齢 18～30 歳の若者を対象に、
スキルと人格を養いながら、奉仕、高い道徳的基準、平和といったロ－タリ－の価値観を学ぶ
機会を提供することを目的としています。RYLA は、クラブ、地区、多地区合同のどのレベル
でも実施でき、通常、3 日～10 日間にわたります。RYLA の形態はさまざまですが、多くはセ
ミナ－や指導力養成キャンプなどの形で行われます。RYLA を通じて、地域社会の若者たちが
リ－ダ－や良き市民としての資質を集い、人間として成長するのを助けることができます。第
2500 地区では、1979 年（昭和 54 年）に旭川からスタ－トされ、今年度で 36 回目となります
が、第 2500 地区ではだいたい 2 日間の日程で進められております。本日はローターアクトクラ
ブから斎藤慎也会長、南部智美副会長、中島裕幹事様がお見えになっておりますが、後ほど、
10 月 8 日（土）～10 月 9 日（日）に開催される、ロ－タ－アクト主催、第 23 回地区協議会・
スポ－ツ交流会の説明をよろしくお願いします。以上で会長挨拶とさせていただきます。

【幹事報告】金田副幹事（松田幹事欠席）
・ 回覧物（他クラブ会報等）があります。
【委員会報告】
◎広報委員会
張江委員長
ロータリーの友 9 月号の紹介。
「ロータリーの友」の変遷をご紹介いただきま
した。詳しくは同誌 9 月号、P10～P12 をご
参照ください。
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◎親睦活動委員会
櫻田委員長
9 月 26 日（月） 食欲の秋家族例会についての案内。
【ニコニコ献金】なし
【本日のプログラム】ライラセミナー参加報告
担当：社会奉仕委員会・新世代委員会
◎参加報告 ～平 新世代委員会委員長
ライラセミナーの報告です。9 月 10 日・11
日の二日間で行い、参加してきました。場所は
おんねゆ温泉ホテル大江本家にて開催されま
した。今回、青年の参加人数は 69 名で、ロー
タリアンは 80 名でした。初日 14 時より開講式
があり、駒形ガバナーの点鐘挨拶に始まり、各
ご来賓の方々の挨拶があり、セミナーが始まり
ました。15 時より基調講演として水族館プロ
デューサーの中村元さんをお招きし、
「宝物は
常識の下に埋もれている」と題した講演をして
いただきました。おんねゆ温泉には「山の水族館」という名前の水族館があり、中村氏はそこ
の改装からプロデュースを担当された方です。講演の中で中村氏は、水族館にいかに人を呼ぶ
か？それは魚を見せることではなく、水槽そのものをいかに楽しく見せるかということに力を
入れた、表面が凍る水槽や、滝壺をイメージした水槽など、他の水族館ではできないような、
当地ならではの表現方法を考え作り上げたとおっしゃっていました。講演後、17 時よりグルー
プディスカッションを 8 班に分かれて開始しました。主題は「今、語ろうあした（未来）のた
めに！」となっており、各班リーダー・サブリーダー・書記選出などを経てサブテーマをつく
り意見交換していまいた。夕食をはさみ、22 時頃まで 4 時間にわたり討論をし、翌朝の感想文
提出の課題をこなしていました。
二日目は 9 時より、各班発表会を行い、ガバナー総評、点鐘をし無事閉講を迎えました。私
自身もためになり有意義なセミナーとなりましたが、残念だったのは青年たちと雑談する時間
がなかったことと、意見交換ができなかったことです。次年度開催は稚内なので、行くのが大
変ではありますが、次期青少年委員長よろしくお願いいたします。以上です。
◎参加報告 ～星 智也さん
みなさま、どうも初めまして。ジャパンプラ
ンニングの星と申します。今回 9 月 10 日・
11 日に、温根湯にてライラセミナーに参加さ
せていただきました。
今年の 3 月に保険代理店
のジャパンプランニングに入社しまして、こう
いったセミナーとはまったく無縁で、ましてや
このような場所での発表などしたこともない
ので、少しお聞き苦しい点もあるかと思います
が、どうぞよろしくお願い致します。先程も申
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した通り、今回のライラセミナー『今、語ろうあしたのために！』というテーマでして、正直
第一印象としてはテーマから、なんだそれ！？と気が滅入る状態でした。上司から聞いていた
話では、楽しく友達を作るとこだよと聞いていて、いざ会場に着くと想像していたのとは違う、
ガチガチに真面目な雰囲気で非常に不安になりました。
そんなマイナスな面から入ってしまったのですが、いざセミナーが始まり、そこで中村元さ
んという水族館プロデューサーをされている方のお話を聞かせていただきました。中村さんは
日本だけでは留まらず、世界の水族館のプロデュースをされていて、その中での温根湯にある
『北の大地の水族館』のリニューアルを手がけています。その時は超低予算・海に面していな
い・冬場集客力がないといった様々な問題を抱えており、引き受けるか迷っていたそうだった
のですが、様々なそういった問題点を常に『常識ではなく非常識』という考えのもと解決して
いきます。常識では室内に水槽があると思うのですが、予算上それができず、地面を掘りそこ
にガラスを置き水面を覗くシステムにしたことで、日本でも唯一の、自然の川と同じ、冬場は
川面が凍り、魚たちが冬を越える様子を見ることができることで、15 倍ほどの集客力アップに
繋がったということでした。こういった逆境をも利用してしまうという、ヒントをいただけま
した。こういったお話を聞いた上で、人生初のグループ・ディスカッションをしまして、同世
代の方々の受け取り方や考え方など、とても参考になるものばかりでした。今回のセミナーで、
中村さんやグループの方のお話を聞き、自分自身 3 月に入社したばかりで、わからないことば
かりで、いつも自分に自信を持てずにいたのですが、知らないや分からないといった、できな
い理由をつくらないこと。自信を持ち広い思考で物事を考えていき、失敗してしまった時など
もそこからどうするか？と立ち止まることなく挑戦する心意気を持つことが、今の僕にとって
必要なことなのかなと思いました。
【ローターアクト地区協議会釧路開催にあたって】
◎釧路北ローターアクトクラブ 斉藤慎也 会長
みなさま、こんにちは。釧路北ローターアク
トクラブ、会長の斎藤慎也です。まず初めに、
本日は、貴重な例会のお時間を頂戴いたしまし
て誠にありがとうございます。また、釧路西ロ
ータリークラブ様には毎年多大なる助成金を
いただきまして、感謝申し上げます。さて、本
日お伺いさせていただいたのは、10 月 8 日・9
日に釧路で開催されます、地区協議会並びにス
ポーツ交流会のご案内と、出席のお願いについ
てお伺いさせていただきました。地区協議会並
びにスポーツ交流会まで 1 ヶ月を切ろうとしております。仕事が終わってから各部門でそれぞ
れ集まり、夜遅くまで打ち合わせを行っております。参加されるみなさまに、楽しんでいただ
けるように、会員一同で準備を進めております。内容につきましては南部実行委員長よりお話
してさせていただきますが、釧路西ロータリークラブのみなさまには、お忙しい中だと存じま
すが、是非より多くのみなさまに、ご参加をしていただきたいと思っております。開会式のみ
の参加、または登録しお名前のみでも構いません。登録料は 4000 円となってきております。私
たちアクターにご支援ご協力をいただき、地区協議会を成功させたいと考えております。会員
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増強のお願いです。18 歳から 30 歳までのお知り合いや従業員の方がいらっしゃいましたら、
会長・幹事までご一報ください。よろしくお願いいたします。最後になりますが、地区協議会・
スポーツ交流会のご参加を、会員一同、お待ちしておりますので、よろしくお願い致します。
以上で挨拶とさせていただきます。

メイクアップにいらっしゃった、甲賀会員（釧路 RC）
、伊賀会員（東京四谷 RC。白糠町出身）
お二人に、山本会員たっての希望により、
「忍者」のポーズとっていただき、記念撮影をさせて
いただきました。甲賀さんと伊賀さん。時空を越えた奇跡のコラボレーションであります！お
二人のまたのお越しをお待ちしております。ありがとうございました！
【次回例会のご案内】
9 月 19 日（月） 18：30～
食欲の秋家族例会
担当：親睦活動奉仕委員会

《例会運営委員会》
9 月 12 日 在籍数
出席者

28 名
11 名

「編集：三木委員」

欠席者 17 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 39.29％

高田 智弘

小栗 直也

