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≫ ７月 3 日 １２：３0

≪次回のプログラム≫ ７月１0 日 １8：３0

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）

2017 年７月 3 日(月) 第１回 通算２１88 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】 松田会長
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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：加納 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
漆崎 隆 ガバナー補佐
渡辺 雅樹ガバナー補佐幹事
釧路 RC
釧路北 RC
白糠 RC
釧路東 RC
音別 RC
釧路南 RC
釧路ベイ RC
釧路北 RAC

会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長

邵
龍珍
森山 義文
美馬 俊哉
長谷川 渉
工藤
勝
上川原 昭
鈴木 敏夫
中島
裕

君
君
君
君
君
君
君
君

幹事 後藤 公貴
幹事 鈴木 圭介
幹事 大坪 洋一
幹事 益子 良弘
幹事 萩原 秀一
幹事 奈良 清成
幹事 森 圭一郎
副幹事 水野 称
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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、
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、漆崎ガバナ
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】松田会長

改めまして、皆さんこんにちは、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、松田 正昭でございます。第 1 回目の例会にあた
りまして、前年度 小泉和史会長そして佐藤和彦副会長には、支障なく引き継ぎを頂きまして、
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、漆崎ガバナー補佐、
渡辺補佐幹事はじめ、各クラブの会長、幹事様におかれましては、時節柄大変お忙しい中、ご
来訪いただき、この釧路西ロ－タリ－クラブ第 1 回目の例会を開催することが出来ましたこと
に心から感謝と御礼を申し上げます。先ほど、ハンマ－伝達式で、小泉和史 直前会長から そ
して那知 哲 SAA を通じてハンマ－伝達を頂きました。 50 年に近い歴史を刻み、諸先輩の
方々より受け継がれた、釧路西ロ－タリ－クラブの会長を務める責任の重さに、あらためて身
の引き締まる思いでございます。会長としての仕事は 7 月第 1 週月曜日、まさに本日この場か
ら始まりましたが、明日からは表敬訪問として、東クラブさんから始まり、順次各クラブさん
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並びにアクトクラブさんの第 1 回例会にお邪魔させていただくこととなります。 緊張の連続
となりますが、各会長・幹事様には優しく接して頂ければと存じます。 決して無茶ぶりはさ
れませんようこの場をお借りしお願い申し上げます。
さて、ＲＩ会長イアンＨ.Ｓ.ライズリー氏は今年度のテ－マを『ロ－タリ－：変化をもたらす』
、
2500 地区 成瀨 則之ガバナ－は地区活動方針を『今こそ行動を！－クラブが元気になるため
に／地区が元気であるために／そして 私たちの未来のために－』と掲げてられております。
当西クラブは『融和と対話で一つの輪に』をテ－マに掲げさせていただきました。漆崎ガバ
ナー補佐の「和やかで友情に満ち」というお言葉にもあるように、会員相互が尊敬しあい、語
らい楽しみ、太い一つの輪となるようなクラブ運営と奉仕活動を目指してゆきます。今年度の
会員数は 29 名からのスタ－トです。 上期 1 名・下期 2 名の新規会員の入会を目標とし、よ
り深い結束をもったロ－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
職を全う出来るよう、会員皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げまして、第 1 回目の会長
挨拶とさせていただきます。1 年間何とぞ宜しくお願い致します。
【幹事報告】金田幹事

１年間、幹事をつとめます金田です、よろしくお
願いします。活動計画書、会員名簿、また、ベイロータリークラブ２０周年誌が届いておりま
すので、パーソナルボックスをご確認ください。７月のロータリーレートは１ドル＝１１１円
です。
【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
漆崎 隆ガバナー補佐

皆様こんにちは。今年度第 7 分区ガバナー補佐を
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拝命いたしました 釧路ベイロータリークラブの漆崎 隆です。こちらは、補佐幹事の渡辺雅
樹です。もう一人副幹事として春日賢二がいます。どうぞよろしくお願い致します。釧路西ロ
ータリークラブ様は 1970 年創立以来、もうすぐ 50 周年を迎える歴史あるクラブです。そし
て私の所属する釧路ベイロータリークラブのスポンサークラブであります。親クラブとして大
変お世話になっております。ありがとうございます。さて、今年度の RI 会長イアン H.S ラ
イズリー会長は「ロータリー：変化をもたらす」をテーマにかかげ、来年の「アースデイ」ま
でにロータリアンの数のつまり、120 万本の新しい樹木を植えようと提唱しています。この地
球そのものを救う責任がロータリーにはあると言っています。それに答えて、成瀬則之ガバナ
ーは、地区活動方針を今こそ行動を！-クラブが元気になるために 地区が元気になるために
そして私たちの未来のために-とテーマを定め、6 つの地区活動目標を定めて共に実践・行動に
移そうと力強く発表されました。これから、貴クラブの皆様にご協力をいただきながら共に活
動をして行きたいと思います。尚、今年度の I.M は年あけて 2 月 17 日（土）を予定していま
す。地区行事ともどもよろしくお願いいたします。釧路西ロータリークラブ様が、今年度松田
会長、金田幹事のもと実り多い年となります様にご期待申し上げましてご挨拶と致します。ど
うぞ宜しくお願いいたします。ありがとうございました。
◎釧路 RC 邵 龍珍 会長

皆様、お疲れ様でございます！
私は、釧路 RC 第 81 代会長を仰せつかりました、邵龍珍（ソ ヨンジン）と申します。
隣にいるのは、幹事を務めて頂いております、後藤公貴君で御座います。1 年間、宜しくお願
い致します。始めに、昨年 11 月当クラブ創立８０周年の際には、釧路西ＲＣ様はじめ、分区
内ロータリアンの皆様方に暖かいご支援を賜りました事に、木下直前会長、尾越８０周年実行
委員長にかわり深く御礼を申し上げます。誠に有難うございました。釧路西ＲＣ様と申します
と、私はやはり「井岸大先輩」を思い出します。井岸大先輩とは、地区の姉妹地区委員を数年
ご一緒させて頂き、井岸さんの背中を見て、韓国 3590 地区との姉妹地区の大切さ、特に青少
年奉仕プログラム、短期青少年交換事業の重要性、大切さを学ばせて頂きました。また、その
せつには貴クラブ、夜間例会に韓国の子供達と参加させて頂き、楽しい時間を過ごさせて頂い
た記憶が御座います。有難う御座いました。今後も何か御座いましたら、ご支援、ご協力を宜
しくお願い致します。さて、私は今年度『柔軟性を持った計画、行動、変化、その一歩を、次
代のクラブの為に』と会長方針を掲げさせて頂きました。国際ロータリーは昨今、変化を求め
ていると考えているところで、当クラブ会員お一人お一人が、その変化に対応すべく柔軟な発
想、考えのもとに議論を深める 1 年にしたいと思っております。また、分区内ロータリアンと
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の交流を深めていきたいと思っておりますので、その際には皆様方のご協力、ご指導を心から
お願い申し上げます。結びになりますが、釧路西ＲＣ様の益々の御発展と、松田会長様はじめ
ロータリアン皆様方の御健勝、ご多幸を心から御祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶とさせて頂
きます。本日は、誠に有難うございました。
◎釧路北 RC 森山 義文会長

今年度北 RC60 代会長の森山です、こちらが幹
事の鈴木圭介君です。一年間どうぞよろしくお願いします。西クラブの皆様には日ごろ親子ク
ラブとしてローターアクトクラブへの助成をはじめとしましていろいろな事柄で何かとご協力
していただき大変ありがとうございます。おかげさまで今年度は北クラブも私が 60 代目の会
長ということになりました。次年度になりますが６０周年記念式典が開催される予定です、ま
た次年度はアシスタントガバナーも北クラブの担当ということで IM も開催予定です。
次年度に改めて 60 周年実行委員長、アシスタントガバナーが挨拶にお伺いしますのでどう
ぞよろしくお願いします。私は今年度の会長方針を“クラブ創立 60 年に向けて、クラブ会員
全員が主役“とさせていただきました。今年度は会員同士のコミュニケーションを大切にする
年度として運営していきたいと考えています。私は会員同士のコミュニケーションを頻繁にと
ることでそこからクラブにとっての未来の向けての新たな素晴らしいパワーとエネルギーが発
生すると確信しています。全ての会員が個性と能力を発揮し、すべての会員がクラブにおいて
主役となっていただき、クラブの次の時代に向けたエネルギーを発生する一年間として運営し
ていきたいと考えています。最後になりますが西クラブの会長・幹事、会員の皆様の益々のご
繁栄とご多幸を祈念しまして簡単ではありますが北クラブ会長としての挨拶を終わります、ど
うもありがとうございました。
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◎白糠 RC 美馬 俊哉会長

本年度、白糠 RC 第 57 代会長を務めます美馬俊
哉と申します。隣にいるのが、幹事の大坪洋一です。白糠 RC も 17 年位前には、40 名程の会
員が在籍したいました。当時、うちのクラブには親睦ゴルフ委員会がありまして、釧路西 RC
さんと合同コンペを開催し楽しい思い出として残っております。現在の白糠 RC 委員数は 9 名
で、今年度会長エレクト以外は、全員パスト会長なので、少しやりづらい面もありますが、会
長幹事の大変さを十分理解し協力性のある良いクラブだと思っています。今年度から CLP を取
り入れ、5 年計画で会員増強 100％を計画していますので、白糠でお知り合いがいましたら、
是非紹介してほしいと思っています。なにとぞ、よろしくお願いし、御挨拶に代えさせて頂き
ます。
◎東 RC 長谷川 渉会長

今年度釧路東ロータリークラブ 46 代目の会長
を務めます長谷川です。また、隣におりますのは幹事の益子良弘君です。よろしくお願いいた
します。私は 2006 年釧路東ロータリークラブに入会いたしました。事業所の所在地は昭和南
で釧路の西側なのですがなぜか釧路東に縁があったようです。2012 年～13 年クラブ幹事を
務めました。当時釧路西クラブは坂口会長・三木幹事だったと思います、いろいろお世話にな
りました。入会 11 年目で会長を務めることになりました。こちらに伺うということで会員名
簿をながめてみましたら最初の石川さんをはじめ普段お付き合いいただいている方々が次々７
人程いらっしゃって非常に親しみを感じています。東クラブの今年度の主な活動について
・分区事業へは積極的に参加いたします。特に今年度は飲酒運転撲滅、交通事故防止キャン
ペーンパークゴルフ大会の担当クラブとなっております。皆様大勢のご参加お願いいたします。
・クラブ活動においては、毎年行っている地域奉仕活動（シルバーパークゴルフやアオダモ・
7

ロータリーの森清掃など）や奨学金活動を継続するとともに、これまでのクラブ活動を再点検
し、会員全員で知恵を絞って 5 年後、10 年後のクラブ戦略計画を策定し、個性的で魅力ある
クラブを描いていきたいと思っています。
・また、
3 年後会員 40 名目指して会員増を図ります。
・今年度もクラブ活動を通して会員同士の親睦を深め、活力あるクラブ運営を図ってまいり
ます。今年一年よろしくお願いいたします。
◎音別 RC 工藤 勝会長

こんにちは、今年度音別ＲＣ会長を務めます工
藤勝です。そして幹事の荻原秀一君です。今年一年間、どうぞおつきあいの程よろしくお願い
いたします。昨年度は、我が音別ＲＣから初めて第７分区ガバナー補佐川村君を出すことがで
きました。会員１５名の少人数のクラブからでありましたが、７分区各クラブから絶大な協力
と応援をいただき、又、ＩＭにつきましては白糠クラブと合同でホストを行うことが出来まし
て、何とか川村ガバナー補佐をささえるクラブとしての務めを果たせたかと感謝をしていると
ころであります。先日、前年度の最終夜間例会がありまして、１年間を振り返り、川村ガバナ
ー補佐はじめ眞籠会長以下皆で改めてロータリアンの友情、きずな、そして普段行っている奉
仕活動、親睦のすばらしさに気付かされた話がたくさん出まして、本当に感動的な例会になり
ました。感謝の気持ちをもって、漆崎ガバナー補佐年度第７分区８クラブの一員として地区そ
して分区の事業に積極的に参加をして、クラブが元気、地区が元気であるように荻原幹事と頑
張って参りたいと思います。改めて、どうぞ１年間よろしくお願いいたします。
◎釧路南 上川原 昭会長

皆さん、こんにちは。只今紹介いただきました、
2017-18 年度・釧路南ロータリークラブ第３６代の会長を務めさせていただきます、上川原
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と申します。そして隣にいますのが、私をサポートしていただきます私の女房役の、奈良清成
君です。どうぞ一年間どうぞよろしくお願いします。 今日は本年度初の表敬訪問ということ
で少々緊張をしております。私が釧路西ロータリークラブへ 2014‐2015 年度の幹事の時に
お邪魔させていただいております。当時の佐藤和彦会長、櫻田幹事の両名には励ましのお言葉
など精神的にも助けていただいたことに改めて感謝申し上げます。また、本日は松田会長、金
田幹事を始め、多くのメンバーにお集まりいただいことに感謝申し上げます。 さて、本年度、
釧路南ロータリークラブは２４名のスタートなります。増えては減って、減っては増えてを繰
り返しております。
今後クラブ運営を行っていくには 30 名には拡大したいと考えております。
そこで本年度当クラブは RI 会長のテーマでもあります。
「変化をもたらす」を念頭にまずはク
ラブ内から変化をもたらすことをテーマとし、組織を入会歴の浅い若いメンバーで構成いたし
ました。決して先輩を排除したわけではなく、今までを否定している訳ではございません。現
在まで歴史を積み上げてきていただいた先輩メンバーにはサポート役に回ってもらい、これに
よりクラブの存続と継承を行っていくこと、どこかの年度でやらなければいけないと考えてお
りました。簡単に継承はできるとは考えておりませんが積み上げてきた歴史を崩すことなく今
後に引き継いでいくことに重点を置き、若い発想で新しい奉仕事業の創造と実践、同じ志をも
った会員の増強を行っていきたいと考えております。また、当クラブのモットーでもあります。
明るく楽しいアットホームなクラブ運営に心がけ頑張ってまいります。また、第７分区の事業
にもひとりひとりが主役である気持ちで積極的に参加をし漆崎ガバナー補佐を微力ながら支え
ていけるよう頑張ってまいります。若手メンバーで大丈夫かとご心配をおかけすると思います
ので、きちんと機能し運営できているのかをメーキャップで確認にきていただけることを楽し
みにお待ちしております。 最後になりますが、釧路西ロータリークラブの益々のご発展と、
そして本日お集まりの会員の皆さまの益々のご隆盛を祈念申し上げまして、私からの挨拶とさ
せていただきます。 どうぞ一年間よろしくお願いいたします。本日はありがとうございまし
た。
◎釧路ベイ RC 鈴木 敏夫 会長

こんにちは、本年度釧路ベイＲＣの会長を務めさ
せて頂きます、鈴木敏夫です。隣におります、幹事の森圭一郎君です。どうぞよろしくお願い
申し上げます。先ず始めに釧路ベイＲＣの創立２０周年記念式典に多くのメンバーのご臨席を
頂きました事を心より御禮を申し上げます。共に過去２０年の間にお世話になりました先輩を
始め、皆さまに感謝の誠を捧げたく思います。成人ロータリークラブとしての自覚を持ち、メ
ンバーのベイＲＣとしての資質の向上に向け、地域を明るくし、楽しくするロータリーの精神
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を発揚してまいりたいと思っております。先ず自分達の足元をよく見て、身の丈にあった奉仕
活動に精励してまいりたいと思いますので、どうぞ皆様の御支援、御協力をお願い申し上げ、
表敬訪問の挨拶といたします。
◎釧路北 RAC 中島 裕 会長

皆さまこんにちは。ただいまご紹介賜りました、
今年度、釧路北ＲＡＣ第 47 代会長を務めさせていただきます、中島裕と申します。隣におり
ますのが、副幹事の水野称です。１年間どうぞ宜しくお願い致します。まず始めに、釧路西ロ
ータリークラブの皆様におかれましては、毎年の助成金をいただきまして、会員一同、心より
感謝申し上げます。また、今年度７月１日からは、佐藤(さとう)和彦(かずひこ)様の株式会社ジ
ャパンプランニング勤務、星(ほし) 智也(ともや)様もローターアクトクラブにご入会頂き、この
場をお借りしまして重ねて感謝申し上げます。さて、今年度のクラブテーマは、
「陰徳(いんとく)
陽報(ようほう)」としています。これは、中国の古典に出てくる言葉となりますが、人知れず善
い(よい)ことを行う者には、必ず目に見えて善いことが返ってくる、という意味です。会員一人
一人が、心が磨かれ、ローターアクトの活動外でも自然と善い行いをするようになり、今後の
人生を豊かにしていってほしいという想いから、このクラブテーマを掲げました。今年度はロ
ーターアクトクラブの釧路、根室、帯広のクラブからなる第３ブロックの行事ホストを、釧路
がつとめる事となります。ブロック行事を滞りなく成功させるには、おもてなしの心、会員同
士の協力・信頼関係が大事になりますので、より一層クラブで団結し、まい進してまいりたい
と思っております。そして、現存するローターアクトクラブとして釧路は北海道一古い、歴史
と伝統があるクラブです。そのクラブの会長として恥じぬよう、精一杯活動させて頂きます。
会員数につきましては、今年度は１６名からのスタートとなりました。３０歳での卒業、急な
転勤での退会などが重なるため、クラブとして常に会員増強をしていかなければいけないとい
う、課題がございます。度重なるお願いではありますが、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を検討して頂き、会長または幹事までご
一報頂ければ幸いです。今後は、次世代を担うリーダーとなる人材を発掘し、熱い情熱を持っ
た若い会員を教育していくことでクラブの更なる発展、ひいては成長した会員が仕事に還元す
ることにより、会社の発展。釧路の発展。まちへの発展と繋げていきたいと思っておりますの
で、釧路西ロータリークラブの皆様にも、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、会員の皆様のますますのご
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】
・ 一年間宜しくお願いします…松田会長、金田幹事
・ 本人誕生…櫻田会員
【会長謝辞】
本日はご多忙の中、漆崎ガバナー補佐はじめ各クラブ会長の皆様より、大変ご丁寧なそして心
温まるご挨拶を頂き、まことにありがとうございます。また本年度、第 7 分区は漆崎ガバナー
補佐を中心に大変よい雰囲気のなか、
『チーム・ウルトラセブン』と命名し会長・幹事会がスタ
ート致しました。 分区内各クラブのお互いの絆を深め、発展につながればと存じます。
本日はお忙しい中、まことに有難うございました。
【次回例会のご案内】
７月１0 日（月曜日） 1８:３0～
クラブアッセンブリー松田丸出航式（理事・委員長就任挨拶）担当：理事会・親睦活動委員会

《例会運営委員会 三木委員長》
7 月 3 日 在籍数
29 名
出席者
27 名

「編集：上杉委員」

欠席者

2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 93.1％

高畑 哲也

請川 透

