KUSHIRO WEST ROTARY CLUB 2017～2018（平成 28 年～29 年）

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

2017～2018 RI テーマ 「ロータリー：変化をもたらす」
≪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 松田 正昭

幹事 金田 剛

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

≪本日のプログラム≫ 11 月 20 日 18：３0

≪次回のプログラム≫ 11 月 27 日 18：３0

夜 間 例 会

夜 間 例 会

クラブフォーラム

会員卓話

2017 年 11 月 20 日(月) 第 16 回 通算２203 回
【点鐘】松田会長
【ロータリーソング斉唱】 「それでこそロータリー」
：平会員

【会長挨拶】松田会長
あらためまして、皆さま今晩は。本日は、釧路ベイ
ロータリークラブ様より 9 名の集団メークアップを頂
いております。ベイロータリークラブ様は、前年度め
でたく創立 20 周年を迎えられ、5 月 13 日には素晴
らしい周年祝賀会を終えられました。更に、今年度に
は、漆崎ガバナー補佐を輩出されております。補足で
はございますが、初代の会長が漆崎ガバナー補佐で、
初代幹事が葭本パストガバナーでありました。 第 7
分区、昨年度の「チーム 7」から、今年は漆崎さんの
苗字をなぞり「チームウルトラ 7」として、会長幹事会も順調にそして朗らかに執り行われて
おります。また、来年 2 月 17 日に行われます IM では、ホストクラブとして伊藤 IM 実行委員
長はじめ、皆様には大変お忙しいスケジュールを進まれていることと存じます。ベイロータリ
ークラブさんの、私の印象は、葭本パストガバナーが以前おしゃっていたと思うのですが「ロ
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ータリーは明るく楽しく、
」がクラブのイメージとして強くありまして、皆様が本当に楽しそう
にロータリー奉仕活動、例会・行事を行っているのを拝見し、私共も見習わなければと同時に
うらやましく思っております。前年度、小泉年度では、幹事として、渡辺直前会長と植原直前
幹事に大変お世話になりました。特に渡辺現ガバナー補佐幹事は、無茶振りの名士でいつもド
キドキしております。 先般も森幹事が餌食になっておりました。気を付けなければなりませ
ん。
今年度は、鈴木会長と森幹事がご一緒させて頂いております。鈴木会長は、ご存知の方も多い
と思いますが、美声の持ち主でございまして、この前の酒席の際に、
「君が代から始まってロー
タリーソングの歌を録音してＣＤで下さい」と、お願いした位、遠くからでもご本人とわかる
素晴らしい澄んだ歌声が聞こえてまいります。私は、神様にお仕えされております鈴木会長と、
住職であります当クラブ八村会員の前では、失礼なことは出来ないなと心に命じております。
冗談はさておき、本日の例会は普段より人数も多く賑やかな感じがいたします。お時間の許す
限り、皆様楽しくご歓談頂ければと存じます。以上、会長挨拶といたします。
【幹事報告】金田幹事…割愛
◎親睦活動委員会 高田委員長
【ニコニコ献金】
☆その他…
・RI2500 地区第 7 分区・ガバナー補佐 漆崎 隆
・釧路ベイ RC 鈴木会長

【本日のプログラム】クラブフォーラム 担当：クラブ奉仕
◎釧路ベイ RC 来訪者紹介
・漆崎 隆 ガバナー補佐
・渡辺 雅樹 ガバナー補佐幹事
・葭本 正美 パストガバナー
・池田 圭樹 会長エレクト ・伊東 広樹 IM 実行委員長
・植原 元晴 副会長
・森 圭一郎 幹事
・鈴木 敏夫会長
・中村 昭彦 会報委員長
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◎クラブフォーラム歓談の模様

【乾杯の挨拶】漆崎ガバナー補佐

【釧路ベイ RC ご挨拶】
・漆崎 隆 ガバナー補佐

・伊藤 広樹 IM 実行委員長
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◎西クラブ代表挨拶…張江会員

◎テーマ『西クラブのこれからの国際奉仕活動について』国際奉仕活動の夢を語ろう。
家庭集会発表
・一班 上杉会員
まずは、腹ごしらえし、歓談しました。
歓談内容抜粋→選挙も近いこともあり、前回の家庭集
会と同じく議員の不祥事を少し話し欲求に勝てない人
がね～から始まり。フェラーリの話しをしていました
ところ吉田会員が今日の議題のテーマは？という掛け
声で本題に近づきました。｢夢を語ろう｣からの｢墓｣の
話しになり土葬するには金と許可が必要という話し。
冷凍人間・ホルマリンづけという話しがありましたが
果たして夢の話しだったのでしょうか。話しが脱線し
かけたところで、国際奉仕委員長の山本委員長が 50 周年にむけて西クラブからガバナー・ガ
バナー補佐の輩出という話しがありました。谷口会員が、ガバナーになったら地方移動が大変
だなーというところで運転手がいないときついな～から。三木会員が左ハンドルの運転は得意
ですという話しからフェラーリで運転手付きで移動するという話しになりました。またもや笑
い話になりました。話しは脱線に脱線を重ねているようで、普段話せない内容やテーマの 50
周年を迎えるこれからの西クラブについて夢を語ろうという部分にふれてはいたのではないで
しょうか。以上です。
（補足説明、山本会員・三木会員）
・合同 2 班 平会員
10 月 12 日 もつのだるまにて、松田会長・加藤会
員・大場会員・菊地会員・平の 5 名で国際奉仕委員会
に関する家庭集会を行いました。国際奉仕となると、
単独クラブでは現状厳しい制約等が色々あるが、以前
交換留学生を受け入れた経験があるのでそれはまた今
後活かしていける場面もあればいいと言う意見が出ま
した。また、地区財団活動資金（DDF）を活用して何
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かできないものかとの意見も出ましたが、具体的な案は今後他の会員の方を含め検討したいと
の意見もでました。その他、私が話し合いの中、国際奉仕について調べたところ、当クラブ及
び７分区においても検討していただけそうな実践例があったのでご紹介させていただきます。
「実践例 タイのロータリークラブから、歴史的に人身売買が繰り返される北部の貧しい地域
で、子供達の教育支援というプロジェクトへ支援要請がきました。子供達が健康で、しっかり
学業に専念し、自ら人身売買の犠牲者にならぬよう支援するのが目的です。現地のホストクラ
ブと当地区のクラブに加えて、新潟や九州のロータリークラブも参加し、山岳民族で学校まで
数キロの道のりを通う子供達に日本の中古自転車と、学校で安心して飲める清潔な水を提供す
る事を決定しました。現地のホストクラブは地域の公立校約 80 校の水質調査を実施し、協力
してマッチング・グラントを申請、中古自転車と貯水タンクや浄水器を 60 校あまりの学校に
寄贈しました。贈呈式には全ての協力クラブの会員が参加し、子供達と共においしい水を味わ
い、自転車による通学が楽しいという嬉しい声も聞きました。
（ロータリー百科事典・国際奉仕
のページより引用）
」また、国際奉仕をするにあたり、海外のロータリアンと交流する機会を設
けるべきともロータリー百科事典には書いてありました。なかなか国際交流となると厳しいで
すが、MY Rotary より同じ趣味、例えばゴルフや囲碁・なかには手品やビールと言った約８
０のサークルがありこのサークルを活用することによって交流を深める一役になればとのこと
です。
以上、家庭集会の発表を終わります。
【次回例会のご案内】
・11 月 27 日（月曜日）
会員卓話
担当：社会奉仕

《例会運営委員会 杉野委員長》
11 月 20 日
在籍数
出席者
19 名

29 名

「編集：上杉委員」

欠席者

10 名

会報委員長： 上杉 朋巧
副委員長： 三木 克敏
委員： 櫻田 美香
菊地 康平
鶴間 秀典
杉野 史和
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出席率 73.0％

高畑 哲也

請川 透

