KUSHIRO WEST ROTARY CLUB 201８～201９（平成３０年～３１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

201８～201９ RI テーマ 「インスピレーションになろう」
≪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 金田 剛

幹事 平 信二

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

≪本日のプログラム≫ ７月２日 12：３0

≪次回のプログラム≫ ７月９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）

2018 年７月２日(月) 第１回 通算２2３１回
【ハンマー伝達式・バッジ交換】

【前会長に幹事へ記念品の贈呈】

【点 鐘】金田会長
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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：吉田会員

【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
小野寺 英夫 ガバナー補佐
石井 東洋彦 ガバナー補佐幹事
篠原 恒也
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
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【乾杯】三宮パスト分区代理
乾杯の音頭の前に一言挨拶申し上げます。新し
い年度に入りましていよいよ地区では、細川ガバ
ナーまた、栄えある７分区では小野寺ガバナー補
佐、また８クラブ会長幹事様いよいよスタートで
ございますが、どうか一つの目的に向かいまして
元気でそれが完全に追行されることを祈念致し
まして乾杯したいと思います。どうか宜しくお願
い致します。
・・・乾杯
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【会長挨拶】金田会長
こんにちは、本年度会長をつとめます、金田剛
です。よろしくお願いします。本日は小野寺ガバ
ナー補佐をはじめ、各クラブの会長幹事の皆様に
は、大変お忙しいなか、ご出席いただいて誠に、
感謝いたしております。本日より、各クラブの表
敬訪問はじまります、西クラブがトップバッター
ですから、ちゃんとしなくてはということで、さ
すがに緊張しておりますし、ワールドカップサッ
カーと緊張により寝不足です、今晩も寝むれない
かと思いますが、みなさんと楽しく表敬訪問週間
をのりきれたらと思っております。本年度の西クラブの会長テーマは、
「シンプルに楽しもう、
笑顔あふれるロータリー」とさせていただきました。簡単なスローガンになってしまいました
が。とりあえず難しいことを考えず、まずは親睦ありきで、友情をふかめて、クラブというも
のをもっと好きになり、クラブを大切にしていけたら良いなということで、この会長方針とさ
せていただきました。私も最初は「昼ごはん食べる会だよ」と誘われ、出席して、同年代が一
人もいないので、場違いなところにきちゃったなと、正直おもいました。ですが、先輩会員に
色々とかわいがっていただき、気づいたら壇上で会長挨拶をしている、という状況になってお
ります。これも、すべてはクラブが楽しかったからだろうと思って、自分を納得させておりま
す。ですので、みんなでロータリーを楽しみたいなと思っております。本年度は、会員が２９
名でのスタートです、さらに強い結束を固めること、また会員増強に力をいれて、ロータリー
ライフを楽しんでいこうと思っております。本年度１年間、会員皆様のご指導と、ご協力を強
くお願いいたしまして、会長挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日は
大変お忙しいなか、当クラブ第一例会にご出席いただきまして、誠にありがとうございました。
また、皆様から大変ご丁寧なご挨拶をいただき、感謝申し上げます。今年度、小野寺ガバナー
補佐を中心に、第７分区が、しっかりまとまるよう、微力ながら協力できるよう、私をはじめ、
西クラブ全員で努力していきたいと思います。本日は、ありがとうございました。
【幹事報告】平幹事
本日より一年間幹事を努めさせて頂きます西
RC の平でございます。宜しくお願い致します。
幹事報告です。７月のロータリーレートは１ドル
１１０円となっております。また、明日、はまな
すの植栽事業を予定しておりましたが、明日、明
後日と天候の都合上中止となりましたので７月
１０日に日程変更になりました。皆様仕事の都合
もあるかと存じますので後程ファックスを致し
ます。どうぞその要望に添いましてご参加頂けれ
ばと思います。
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【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
小野寺 英夫ガバナー補佐
今年度、国際ロータリー第 2500 地区第 7 分
区のガバナー補佐をたまわりました釧路北ロー
タリークラブの小野寺英夫と申します。こちらは
ガバナー補佐幹事を務めます石井東洋彦君と篠
原恒也君の両名です。私共々よろしくお願い致し
ます。西ロータリークラブ様は、1970 年創立、
今年 49 年目に 入られ間もなく大台の 50 周年
を迎える所であります。大変気骨のある会員皆様
と伺い今後の活動をよろしくお願い致します。
一昨日に当クラブの三宮久蔵パストガバナー補
佐、そして張江宣夫パストガバナー補佐のお二人から 大変ありがたい激励の言葉をいただき
ました。三宮パストガバナー補佐におかれましては大先輩ではありますが、大変闊達な語り口
とお元気さに驚かされ、足元にも及びませんが私の目標とさせていただければと思いました。
又、張江パストガバナー補佐は今回のガバナー補佐幹事を務めてもらいます石井東洋彦君と従
弟同士とお聞きしました。そのおかげと申しますか大変優しく接していただき有難う御座いま
す。今後ともご指導よろしくお願い致します。今年度、ＲＩ会長バリーラシンさんは「インス
ピレーションになろう」というテーマを掲げ、
「ロータリアン一人一人の魂を呼び起こし、何か
を生み出す意欲を高め、真の自覚を呼び起こす事から始めましょう。
」と言われました。又、｢私
たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生
むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています｣とロータリアンの在り方を語
り、それを受けて第 2500 地区の細川ガバナーは「行動するロータリー、つながるロータリー
～ロータリーの未来を考えよう～」と呼びかけ、それを達成するために 8 項目の地区活動目標
を掲げております。第 7 分区としましても分区内のクラブ会員相互の交流と親睦、地域奉仕、
研修のため、そして『ロータリークラブの活動』を地域の皆様に知って戴く為の活動として『飲
酒運転撲滅及び交通事故防止キャンペーンパークゴルフ大会』の開催並びに交通遺児奨学金と
して『釧根地区交通育英会』への寄付、地元の中学硬式野球の技術力向上などの目的で全道各
地から強豪チームを迎えて『全道中学親善硬式野球大会 釧路大会』の開催、主に会員の親睦の
為の『チャリティー ロータリアン・マスターズゴルフ大会』を行ってまいります。又、第 7 分
区会員が一堂に会しての『インターシティーミーティング』を来年 3 月 2 日(土)に開催する予
定でおります。重ねてのお願いになりますが、釧路北ローターアクトの会員は 30 歳になると
退会となり、常に会員減少の問題から離れられませんのでローターアクト会員増強に特段のご
協力をお願い致します。今年度、各クラブ会長、幹事、そして 7 分区会員 310 名の皆様の協
力を戴きながら活動を進めてまいりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。結びにな
りますが、釧路西ロータリークラブの皆様が、金田会長、平幹事の元、実り多き一年になりま
す事をご祈念申し上げ、簡単ではありますがご挨拶とさせていただきます。
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◎釧路 RC 脇 弘幸 会長
皆様、改めまして、こんにちは。 本年度、
釧路ロータリークラブ会長を仰せつかりまし
た、脇でございます。 本日の表敬訪問には、
幹事を務めております、浅川正神君と共に出席
をさせて頂きました。一年間、どうぞ宜しくお
願い致します。釧路西ロータリークラブ様に表
敬訪問させて頂くのは 2 回目となります。
5年
前の那智会長、山本幹事の年度に当クラブ吉田
会長のもとクラブ幹事として出席をさせて頂
きました。その際は、皆様に温かく迎えて頂き
大変有難うございました。また、3 年前に白幡
ガバナー補佐のもと補佐幹事を務めていた際には、三木会長に大変お世話になりました。そし
て、今年の 5 月に行われた 4 クラブ合同例会でも色々とお世話になり、この場をお借りしお礼
申し上げます。有難うございました。さて、今年度クラブ会長として、
「今日を見つめて明日へ
向かう次代へのインスピレーションを求めて」というスローガンを掲げさせて頂きました。こ
れは、今一度クラブの足元を見つめ直し、組織の強化を図ろう、そして目前に迫った、当クラ
ブの吉田潤司ガバナー年度へ向け支援体制を構築し全会員で向かっていこう、さらに、これか
らのクラブ創立 90 年、そして 100 年へと確かな歩みを進めよう。そんな思いを持って、活動
を進めたいと考え掲げさせて頂きました。 そして、来年 4 月には吉田ガバナーエレクトの下、
ホストクラブとして PETS・地区研修協議会を開催することとなります。この事業を成功させ、
ガバナー年度に向け弾みをつけたいと思います。釧路西ロータリークラブの皆様には、色々と
お願いをさせて頂くこともあろうかと思いますが、ご指導、ご協力を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の益々のご発展と金田会長、平幹事はじめ会員皆様
のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げ、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 小林 裕幸 会長
今年度、釧路北ロータリークラブ第 61 代会長
を務めます小林裕幸です。隣におりますのが、幹
事の職を快く引き受けていただきました、大友淳
君です。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
釧路北ロータリークラブは本年 8 月 25 日に、
クラブ創立 60 周年を迎えます。これを鑑み、今
年度のテーマを「Fateful meeting」~出会いを
重ねて~と掲げさせていただきました。Fateful→
運命的な、meetinng→出会いという意味合いで
す。創立時、そして現在に至るまで、たくさんの
人たちとの運命的な出会い重ねて現在の釧路北ロータリークラブがここにあります。親睦と友
情を深め数々の奉仕事業に取り組んできた釧路北ロータリークラブがこれからも、より多くの
出会いを重ねて、さらなる飛躍ができるロータリークラブとなるようこのテーマとさせて、い
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ただきました。60 周年につきましては、8 月 25 日に記念式典・祝賀会を開催させていただき
ます。7 分区のロータリアンの皆様には、全員登録を了承いただきました事に、この場をかり
て御礼申し上げます。また、記念事業につきましては、10 月 4 日、郷ひろみさんをお招きし
ての講演会を開催させていただきます。多くのロータリアンの皆様にご参加いただければと思
います。また、本年度は、当クラブより、小野寺ガバナー補佐を輩出させていただきました。7
分区内の会員の皆様には大変お世話になります。当クラブとしては、会員全員でサポートして
いく所存です、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
ラブの皆様の活動が、金田会長・平幹事のもと、素晴らしい一年になることをご祈念して、表
敬のご挨拶とさせていただきます。
◎白糠 RC 本城 慶児郎 会長
今年度 白糠 RC 会長を務めさせていただきます本
城慶児郎と申します、そしてこちらが幹事としてサ
ポートしてもらいます山田圭祐会員です、ロータリ
ー歴 7 年目の私と 25 年目で会長経験者でもある山
田幹事でございますので、立ち位置が逆な感じでは
ございますが 1 年間宜しくお願いいたします。はじ
めに昨年度、分区事業におきまして白糠町庶路学園
へたくさんの桜の苗木を植樹していただきましたこ
と厚く御礼申し上げます。 白糠ロータリーは今年度
9 名からのスタートとなります、ほぼ全員が会長経
験者ですので少数精鋭といえば聞こえは良いですが、3～4 年に 1 度のペースで会長か幹事か
と言う選択をしなければなりませんので、さすがに危機感を感じるところでもございます。過
去には 40 数名在籍していたと聞いております、今年度も会員増強、退会防止に励みながらロ
ータリーをロータリーの奉仕を地域の方々に知ってもらうこと、理解してもらうこと、共感し
てもらうことが白糠ロータリークラブの未来につながることだと信じて 1 年間、会員一丸とな
って活動していく所存でございます。最後になりますが、今年度 金田会長、平幹事のご活躍に
より、釧路西ロータリークラブ様の益々のご繁栄を祈念いたしまして、私の表敬訪問の挨拶と
させていただきます。1 年間どうぞよろしくお願いいたします。
◎釧路東 RC 佐々木 勉 会長
皆様こんにちは、只今ご紹介を頂きました今年
度釧路東 RC 会長を努めます佐々木勉でござい
ます、隣が幹事の門垣智夫君でございます。一年
間どうぞ宜しくお願い致します。釧路西 RC 様に
おかれましては日頃より当東クラブに対しまし
て特段のご厚情を賜り心から感謝と御礼を申し
上げます。私は４年前に幹事として当クラブ川上
会長と共に釧路西 RC 様を表敬訪問させて頂き
ました。貴クラブは佐藤会長、櫻田幹事の年度で
ございました。当時山辺ガバナー補佐の下開催し
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たロータリーアンマスターズゴルフ大会が定続開催出来ておりますので貴クラブの理解とご協
力の賜物と感謝しております。さて私共釧路東 RC は今年度会員数３３名からのスタートとな
ります、細川ガバナーの地区活動目標の下１名以上の純増を目標に会員増強に取り組みます。
またロータリー歴の浅い会員が多い事から例会内で研修を行いロータリーについての理解を深
めると共に各種奉仕活動を通じてロータリーの見地度の向上に取り組んでいこうと考えており
ます。小野寺ガバナー補佐の神輿の担ぎ手の一人として地区行事に取り組みガバナー補佐を盛
り立てて行く所存ですので一年間どうぞ宜しくお願い致します。最後になりますが、金田会長、
平幹事のご活躍と釧路西ロータリークラブ会員皆様のご健勝をご祈念申し上げまして表敬訪問
のご挨拶とさせていただきます。有難うございました。
◎音別 RC 伊東 幸裕 会長
音別ロータリークラブ第40代目の会長職を仰
せつかりました伊東幸裕です、隣におりますのが
幹事の荻原秀一君でございます。2015-2016
年度以来３年ぶり２回目の重責になります。これ
までの経験と人脈を活かし音別クラブの親睦と
奉仕の理想に努めていきたいとおもいます。同行
の荻原幹事も２年目の幹事となります。今年度も
細やかでスムーズな運営を行って音別ロータリ
ークラブを盛り上げてくれるとおもいます。
「イ
ンスピレーションになろう」の RI テーマから勇
気と希望、そして創造性をもって正面から立ち向かい、クラブ、地域社会、そして組織全体に
行動力を繋げていくことを目標とします。最後になりますが釧路西ロータリークラブ会員の皆
様の益々のご繁栄と金田会長、平幹事のご活躍をお祈り致しまして表敬訪問の挨拶にかえさせ
て頂きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
◎釧路南 RC 亀岡 孝 会長
皆さん、こんにちは、釧路南ロータリークラブ
第 37 代、会長を仰せつかりました、亀岡 孝 と
申します。隣は、幹事を務めます、亀井 麻也幹
事です。亀・亀コンビで一年間宜しくお願い致し
ます。まずもって、釧路西ロータリークラブ金田
会長・平幹事、ご就任おめでとうございます。心
よりお喜び申し上げます。私が 3 年前、釧路南
RC 幹事を仰せつかった当時の、釧路西ロータリ
ークラブ会長は三木会長、佐藤幹事でした。入会
4 年目の私に、色々なロータリーの歴史、経過等
を教えていただき本当に助けられました。この場をお借りいたしまして、お礼を申し上げます。
ありがとうございました。さて、今年度私は当、南ロータリークラブ方針に『釧路南ロータリ
ークラブ会員はロータリーの目的を理解し、お互い協力し合い、地域に奉仕できる「心豊かな」
人を目指しましょう』と掲げさせていただきました。南ロータリークラブは今年度 37 周年目
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を迎え、創立 40 周年記念式典もカウントダウンされました。先輩の皆さんが築いて来た歴史
は偉大なものであり、これからも次の時代に承継されなければなりません。私たちは今一度、
ロータリークラブの目的を理解しつつ、地域における自分たちの立ち位置や、奉仕に係るため
の条件とは何か、原点回帰しなければなりません。自分達の会社・企業がしっかり成り立った
上で、前向きな変化を求める奉仕活動を出来る事が大事だと考えています。共有する仲間と地
域奉仕活動を通じて、人間形成に努め「心豊かな」人を目指すことがロータリーの役目だと思
います。この事を踏まえ分区の交流を深めて参りますのでその際には皆様方のご協力、ご指導、
ご鞭撻を宜しくお願い致します。結びになりますが、釧路西ロータリークラブ様の益々のご発
展と金田会長・平幹事、はじめ会員皆様のご健勝、ご多幸を心からご祈念申し上げ、表敬訪問
のご挨拶とさせていただきます。本日は誠に有難うございました。
◎釧路ベイ RC 池田 圭樹 会長
西 RC の皆様こんにちは。今年度釧路ベイロー
タリークラブの会長をおおせつかりました池田
圭樹です。隣に同行しておりますのは幹事の高橋
将文君です。この一年間何かとお世話になります。
どうぞ宜しくお願い致します。親クラブでありま
す 釧路西ロータリークラブ様には、日ごろから
何かとご支援いただきまして、誠にありがとうご
ざいます。釧路ベイロータリークラブを代表致し
ましてお礼申し上げます。前年度ベイクラブは漆
崎ガバナー補佐を輩出させていただき、 西ロー
タリークラブ様には大変お世話になりました。ご支援とご協力を賜りましたことに、この場を
お借りしまして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。私はロータリーに入会
して 12 年目になります。釧路ベイロータリークラブの中で一番の若手になり、今年で 43 歳
です。まだまだ未熟者ではありますが、クラブの先輩の教えで、
（行儀よくド派手に）と言い聞
かされておりますので、今年度クラブの例会内容を工夫し、継続事業や奉仕活動など、メリハ
リのあるクラブ作り運営をしていきたいと思っております。今年度 釧路ベイロータリークラ
ブは、21 名会員数でスタートさせていただきます。会長方針 （浩然の気を養おう）を方針と
いたしました。物事にとらわれない、のびのびとしたおおらかな気持ちで、一年間頑張りたい
と思います。第 7 分区小野寺ガバナー補佐様の下に活動して行きたいと思っております。最後
になりますが、金田会長様、平幹事様のご活躍と西ロータリークラブ会員の皆様のご健勝と益々
のご発展を祈念申し上げまして表敬のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げ
ます。
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◎釧路北 RAC 斎藤 慎也 副会長
皆様、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、第４８代目
会長を務めさせていただきます、中島裕と申しま
す。２期続けて、会長を務める事になりました。
中島年度パート２というわけであります。歴代の
会長一覧を確認し47年間の釧路北ローターアク
トの歴史を見ても、２年連続というのは、私で５
人目となるようです。そして、隣におりますのが、
幹事の松永憲人です。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、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頂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、「NEXT STAGE 更なる進化と変化」としています。今のクラブの現状
をお伝えしますと、今年度１５名でスタートし、経験が４年以上の会員が全体で４名しかおらず、
４名とも３年以内に卒業という状態です。アクトは３０歳で卒業のため、経験の深い会員の卒業
が迫ってきているという事です。そのため次の世代にしっかりと受け継ぐこと、新たにクラブと
して変化していくこと。温故知新により、クラブが更に進化していくことが大事だろう、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。例年の度重なるお願いではございますが、１８歳から３０歳までの従
業員の方やお知り合いの方がいらっしゃいましたら是非入会のご検討して頂き、会長または幹事
までご一報頂ければ幸いです。ぜひ機会を頂ければ、クラブの説明にもこちらから伺いたいと思
っております。宜しくお願い致します。また、今年度は国際ロータリー第2500地区ローターア
クト地区幹事も仰せつかっております。自分の地域だけではなく他のクラブ、地区、国際的にも
つながっていきたいと思っております。自クラブの会長と兼任となるため、皆の協力を得ながら
精いっぱい果たしたいと思います。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申し上げ、表敬のご挨拶とさせていただきます。
今年度1年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【委員会報告】
◎地域発展委員会（進行時間の都合により割愛）
【ニコニコ献金】
◎親睦活動委員会（進行時間の都合により割愛）
◎例会運営委員会（進行時間の都合により割愛）
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【会長謝辞】
本日は大変お忙しい中当クラブの第一例会にご出席賜りまして誠に有難うございます。また
大変丁寧で心温まる御挨拶を頂きまして心から感謝を申し上げます。今年度、小野寺ガバナー
補佐を中心に第７分区そして私をはじめ西クラブ会員でしっかりと協力してまいりますのでど
うぞ宜しくお願い申し上げます。本日は誠に有難うございました。
【次回例会のご案内】
７月９日（月曜日）１８：３０～
クラブアッセンブリー金田丸出航式（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 上杉委員長》
７月２日 在籍数
２９名
出席者
２４名

「編集：請川委員」

欠席者

５名

会報委員長： 請川 透
副委員長： 上杉 朋巧
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 ８２.７％

石井 善樹

