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2019-2020 年度 RI 会長
マーク・ダニエル・マロニー
第 2500 地区ガバナー

吉田 潤司（釧路 RC）

月間テーマ
本日のプログラム

ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事表敬訪問例会（理事会担当）

次週例会

会長・幹事・四大委員長挨拶（理事会担当）

■ロータリーソング：
「君が代」及び「奉仕の理想」
■会員数

■ソングリーダー：川合 隆俊君

95 名 （2019 年 7 月 4 日）

■ビジター：

2019-2020 年度国際ロータリー第 2500 地区 第 7 分区 ガバナー補佐 加納 則好君
釧路北ロータリークラブ
白糠ロータリークラブ

釧路西ロータリークラブ
釧路東ロータリークラブ
音別ロータリークラブ

釧路南ロータリークラブ

釧路ベイロータリークラブ

釧路北ローターアクトクラブ

■ゲスト

なし

ガバナー補佐幹事 三木 克敏君・小泉 和史君
会長 坂入 信行君、幹事 廹田

武君

会長 平

透君

会長 進藤 卓嗣君

信二君、幹事 請川

会長 玉垣 範夫君、幹事 柴田 俊光君
会長 横山 寛道君、幹事 川口 恭弘君
会長 前田 裕治君、幹事 早津 壮史君
会長 沢田 雅仁君、幹事 渡辺 雅樹君
会長 星

智也君、幹事 松永 憲人君

■ニコニコ献金
天方

智順君・・・今日から 1 年間どうぞよろしくお願い致します。

松井

聖治君・・・1 年間どうぞよろしくお願い致します。

後藤
吉田
土橋
水口

公貴君・・・1 年間よろしくお願い致します。

潤司君・・・ガバナースタートしました。1 年間よろしくお願い致します。
賢一君・・・1 年間よろしくお願い致します。
喜文君・・・1 年間よろしくお願い致します。

五十嵐正弘君・・・1 年間よろしくお願い致します。
佐藤

尚彦君・・・ロータリー財団・奨学推進委員会の委員長を仰せつからせて頂きました。1 年間よろ

川本

和之君・・・奉仕プロジェクトを 1 年間担当致します。よろしくお願いします。

邵

龍珍君・・・天方年度三役・理事の皆様、頑張って下さい。

杉山

しくお願い致します。

宏司君・・・広報・会報組織委員長としてよろしくお願いします。

濱谷美津男君・・・なゆたで優勝しました。

今年度累計 47,000 円



1

ハンマー伝達式

脇 弘幸直前会長

から西村智久 SAA

を通して今年度天方
智順会長へハンマー
が手渡されました。

マー」と先日付けていただきました「会長バッジ」を
舟木エレクトにきっちりと引き継ぐことが私の役目か
と思います。

ご存じのとおり、今年は少し特別な年でございます。

吉田潤司ガバナーがいらっしゃいますので、地区大会
を当クラブが全力をもって支援しなければいけませ

ん。目下、青田実行委員長の下、粛々とではなく、きっ
ちりと準備されているかと聞いております。私ももち
ろん責任を果たしてその一翼を担っていきたいと思い
ます。

私のスローガンの思いであるとかは次週に回すこと

乾杯のご発声

清水

幸彦 PDG

どうぞ、皆さんお座りになったままで。ロータリー

の新しい船出です。加納さん以下、
たくさんやる気満々
で集まってきました。
「世界中で良いことをしよう」
の理想の旗を掲げて
ロータリーのために

にいたしまして、今日はお客さまのスピーチがメイン
になると思います。考えてみますと、各会長・幹事さ
んとガバナー、ガバナー補佐が一堂に会するのは、次
10 月 11 日の地区大会になるかと思います。ある意

味でのキックオフの例会になるのではないかと思いま
す。

力を尽くしましょ

それでは、あとはマイクを皆さまに譲ることにしま

う。

して、会長挨拶に代えさせていただきます。

今日の午前中、吉

今日はどうぞよろしくお願いいたします。

田さんのガバナー事
務所の神事がありま
した。神様に「お助

け」を祈っただけではなく、私たちも何か一生懸命や
ろうということを誓ったわけで、皆さんどうぞ今年１
年健康に気をつけ、やる気出して、新しい事へもう一
歩、また古いことを守って頑張りましょう。というこ
とでご起立いただきましょう。

今年度が実りあること心から祈念いたします。

会長の時間

天方

智順 会長

お食事を取られている方はお取りになりながら耳を
傾けていただければ
と思います。

改めまして、皆さん

こんにちは。本年度、
第１回目の 例会に
吉田潤司ガバナーは
もちろんのこと、加
納ガバナー補佐、そ

して各クラブの会長・幹事さんをお迎えして、こうい
うふうに壇上に立てること至上の喜びに感じておりま
す。また、メンバーの皆さまにおかれましても、いつ
にも増してテーブル数が多いと感じております。本当
にお暑い中、お忙しい中、参加してくださりましてあ
りがとうございます。

先ほどハンマー伝達式で歴史と伝統のハンマーをお

預かりいたしました。私の役目はこの 1 年間「ハン
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本日のプログラム：ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事 表敬訪問例会
国際ロ−タリ−第 2500 地区第 7 分区
加納

則好ガバナ−補佐

皆様こんにちは。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仰せつかりました釧

路西ロータリークラブの加納則好でございます。同行
しておりますのは、
ガバナー補佐幹事を

結びに、本年も各クラブの独自性を尊重し、五つの地
区目標実現のために分区内クラブのロ−タリアンとの
交流と親睦を一層深め、仲良く楽しいロ−タリ−活動

が出来るよう全力で務めて参ります。各クラブの会長・
幹事、そして 7 分区ロ−タリアンの皆様のご指導、
ご協力を重ねてお願い申し上げます。

釧路ロータリークラブの皆様におかれましては 10

務めます三木克敏君

月 11 日・12 日に開催されます地区大会も控えてお

私ともども宜しくお

松井聖治幹事のもとご健勝でご活躍され、実り多い 1

と小泉和史君です。
願い申し上げます。
釧路ロータリークラ
ブ様は、本年創立

83 年を迎えられる歴史と伝統のあるクラブでござい

ります、大変お忙しい年となりますが、天方智順会長・
年でありますよう心からご祈念申し上げ、表敬訪問の
ご挨拶とさせて頂きます。1 年間宜しくお願い申し上
げます。

ます。その長い歴史を礎とされ、
様々な奉仕活動を行っ

釧路北ロータリークラブ 坂入 信行会長

て第 7 分区のリーダークラブとして献身的なご活躍

きました釧路北ロータリークラブ第 62 代会長を仰せ

ております、合わせまして、この第 2500 地区、そし

には敬意を表する次第でございます。清水幸彦パスト
ガバナー、小船井修一パストガバナーはじめ、多くの
パストガバナ−補佐を輩出され、今年度は吉田潤司

RI 第 2500 地区ガバナーを輩出されております。蒼々
たる先輩諸兄の皆様にはこれからもご指導賜りますよ
うお願い申しあげます。

2019−2020 年度 RI 会長マーク・ダニエル・マロ

−ニ−氏は「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマと
して掲げ「強調事項は、私達の奉仕活動やプロジェク
トを成功させること、そして最も重要なのは、多くの
ことを達成するために、会員を増やすことです」と述
べております。これを受け、吉田潤司 RI 第 2500 地

区ガバナーは「知らずて語れず」ロータリーを学び、
ロータリーを語り、ロータリーを楽しみ、そしてロー
タリーに誇りを持とうを活動方針に掲げられました。
近年、ロータリー活動に対して十分な知識を得られな

いまま、会員同士のコミニュケーションも取れず、ロー
タリーの良さを十分に理解しないまま退会していく

ロータリアンが増えていると思います。吉田潤司ガバ
ナ−の活動方針「知らずて語れず」の概念を十分理解
し、実践するとともに第 7 分区から選ばれました吉
田潤司ガバナーを分区内 8 クラブでしっかりとお支
えしていくことが大きな役割と認識しております。

7 分区の継続事業としまして、
「飲酒運転撲滅及び

交通事故防止キャンペーン・パークゴルフ大会開催」
、

「全道中学親善硬式野球大会開催」
、そして会員親睦の
為の「チャリティーマスターズゴルフ大会」を行いま
す。また来年 3 月 14 日 ( 土 ) には「インタ−シティ

ミ−ティング」の開催を予定しております。多くの釧
路クラブの会員の皆様のご参加をお願い申し上げま
す。

皆さん、どうもこんにちは。ただいま、ご紹介いただ
つかりました坂入信行と申します。そして、本日この
表敬訪問には幹事を務めてくれます廹田武君と一緒に
出席をさせていただきました。どうぞ、皆さま方１年
間よろしくお願い申しあげます。
北クラブは 1958 年
８月 18 日、釧路

クラブ様のスポン

サーの下、昭和 33

年に設立いたしまし
て今年で 61 年目を

迎えることができま
した。61 年の周年

行事、ならびにＩＭの開催に関しましては釧路クラブ
の皆さま方には多大なるご協力いただきましたこと、
改めて感謝を申し上げます。そして、また後に挨拶も
ございますが、北クラブが提唱しております釧路北

ローターアクトクラブに今年も変わらない助成金を拠
出していただきましたことも重ねてクラブを代表いた
しまして、改めてお礼を申し上げます。誠にありがと
うございます。

私が表敬訪問させていただいたのは、今回で３回目

でございます。１回目は、私が歓楽街のビックホーン
と勝手に申しますが石田博司パスト会長の年度の時に

はガバナー補佐幹事として、そして５年前の田中年度・
黒田幹事の時にクラブ幹事として表敬をさせていただ
きました。そして、一緒の廹田武幹事も当クラブの北
川パストガバナー補佐の時に補佐幹事として出席させ

ていただいております。そんな二人が手を組みまして、
当クラブは平均年齢 55.9 歳、77 名からのスタートと
させていただきます。

私の役目といたしましては、やはり「ロータリーと
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はなんぞや」と基本に返って皆さんと確認しあうこと。

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

ガバナー補佐を各クラブの会長・幹事様としっかりと

釧路西ロータリークラブ 平 信二会長

区の方針、そして自分の思いを会員に伝えていく、活

只今、ご紹介いただきました、今年度、釧路西ロータ

ナーを支えることにつながるのではないのかと考える

隣が幹事の 請川 透 君でございます。

そして、やはりもう一つは分区の代表であります加納
連携を取りながら支えた上で、
ＲＩの方針、そして地
動をしていくことが地区の代表であります吉田ガバ
ところでございます。

最後でございますが、ロータリークラブの益々の発

展、そして天方会長、ならびに松井幹事はじめ会員皆

皆さん、こんにちは。

リークラブの会長を務めます、平 信二と申します。
1 年間よろしくお願い致します。

日頃より、釧路ロータリークラブ様におかれましては、
当西クラブに対しま

さまのお礼を申し上げるとともに、今回は天方キャビ

して特段のご厚情を

ネット、ガバナーキャビネットと大変だと思いますが、

賜り、心より感謝と

北クラブも一緒になって応援させていただきたいと思

御礼を申し上げま

います。

す。非常に歴史と格

今年１年、皆さま、どうぞよろしくお願いいたしま

式ある釧路ロータ

す。ありがとうございます。
白糠ロータリークラブ

進藤 卓嗣会長

皆さん、こんにちは。本年度白糠ロータリークラブ

リークラブの第一回
例会に際し、皆様を

前に致しまして、非常に緊張しております。

今週月曜日には、当クラブの第一例会がございまし

会長を務めさせていただきます進藤でございます。入

て、釧路クラブ様より天方会長様、松井幹事様に表敬

まだ未熟者でございます。１年間どうぞよろしくお願

私は、昨年度は幹事として、貴クラブ様に表敬訪問さ

会 15 年目となりましたがロータリアンとしてはまだ
いいたします。

2015 年に会長といたしまして当ロータリークラブ

さんに表敬訪問をさせていただいて以来のご訪問とな

を頂き、心からお礼申し上げます。

せていただいております。 脇直前会長様、浅川直前
幹事様には 1 年間大変お世話になりました。

今年度、釧路クラブ様におかれましては吉田ガバ

ります。その折には

ナー排出というご大役をされているので何かと大変な

くお出迎えいただき

に弊クラブとしましてもお支えできるようにしていき

皆さま方、大変温か
まして誠にありがと
うございました。

白糠ロータリーク

ラブは昭和 35 年

12 月に設立総会を

開き、道内 33 番目、７分区では３番目に発足したク
ラブでございます。一時は 40 名を超える会員を有し
た時代もありましたが、近年は 10 名程度での活動と

なっております。街におけます人口減・高齢化、そし
て景気の低迷。また、当町にはライオンズクラブも存
在することで、なかなか新入会員を見つけ出すのは難

年度であるかと思いますが、加納ガバナー補佐を筆頭
たい所存です。

西クラブは、会員数２９名からのスタートとなりま

す、
会長方針として「Re 〜新しい時代に〜」というテー
マにいたしました。５０周年を迎えます弊クラブはリ
フォームしリスタートを切る年度にし、新たな５０年
への一歩としたい年度にするという意味を込めまし
た。今年度は今お話しました５０周年と、さらには

IM ホストクラブと多くの行事があり釧路クラブ様の

皆様には何かとご協力またご尽力いただくかと思いま
すが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

最後になりますが、天方会長様、松井幹事様の今後

しいのが現状でございます。ですが、一人でも多くの

益々のご活躍と、釧路ロータリークラブ会員皆様のご

いきたいと考えております。

せていただきます。 今年度 1 年間宜しくお願いい

仲間を見つけるために本年１年間、会員拡大に励んで
白糠クラブは毎週金曜日 12 時 15 分より「レスト

ランはまなす」にて例会を開催しております。皆さま

清栄、ご健勝をご祈念申し上げ、表敬訪問の挨拶とさ
たします。

方のご来訪を心よりお待ち申し上げております。

釧路東ロータリークラブ 玉垣 範夫会長

納ガバナー補佐の活動計画により会員皆さま方が友情

した東ロータリークラブ今年度、会長を務めさせてい

すことをご祈念申し上げまして、誠に簡単措辞ではご

事の柴田俊光君です。１年間どうぞよろしくお願いい

結びに、天方会長、松井幹事の下、吉田ガバナー、加
と絆を育み、釧路ロータリークラブ様が益々発展しま
ざいますが、一言表敬訪問のご挨拶とさせていただき

皆さん、こんにちは。ただいま、ご紹介に預かりま

ただきます玉垣範夫と申します。隣におりますのが幹
たします。
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釧路ロータリークラブ様におかれましては、日頃より

だきました。その度に感じたのは、やはりその歴史・

うございます。感謝と御礼を申し上げたいと思います。

た、力のあるエネルギーの溢れたクラブだなと。そし

東クラブに対しまして特段のご厚情賜り誠にありがと
ありがとうございます。

また、私は４年前に幹事として、当時の藤野会長と
ともに釧路ロータ

リークラブ様を表敬

伝統のあるクラブということで非常に落ち着いた、ま
てまた、荘厳といいますか、重厚といいますか、自分
にエネルギーをいただけるようなクラブだという印象
を持っておりました。

本年度、吉田潤司ガバナーを輩出されまして益々充

訪問させていただき

実したクラブとして、この７分区を引っ張っていただ

路クラブから輩出さ

クラブは会員 16 名でのスタートとなりました。一応、

ました。その時は釧
れておりました白幡
ガバナー補佐、そし
て補佐幹事の皆さ

ま、また会長でございます西村会長、中村幹事様には
大変お世話になり、また私どものクラブがホストクラ
ブでございましたロータリアンマスターズゴルフにつ
きましては、五明実行委員様にも大変お世話になり、
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
今年度、東クラブは 33 名でのスタートとなりまし

た。昨年度より１名減ということで、
大変厳しいスター
トとなったわけでございますけども、何とか会員増強
を目指し、２名以上の会員増員を心がけて活動してま
いりたいと考えております。そのためにも奉仕活動に
は十分に力を入れ、また、それを通じて地域の皆さま
方にロータリーをより深く知っていただきながら、何

きたいと思っております。今年度は、音別ロータリー
会長の方針といたしまして「音別の地域と共にあるク
ラブ、地域に根差したクラブ」を目指して、少しでも
街のためになる活動というのはどういうものかを念頭
に置きながら、職業奉仕・社会奉仕に取り組んでいき
たいものと思っております。

現在、音別地域・音別町は人口が 1,800 人を切っ

たところでございまして、本当に寂しいといいますか、
いろいろと厳しい状況となっております。けれども、
その音別を何とかしようとエネルギーを注いでいるた
くさんの人たちもおりまして、うちのロータリークラ
ブも前向きにみんなと連携しながら活動していきたい
と思っております。そうすることによって、クラブと
しても更なる活性化につながっていくのではないかと
思っております。

最後になりますけども、天方会長、そして松井幹事

とか目標に向かって頑張りたいと思っております。

様はじめ、会員皆さま方のご健勝・ご多幸

た補佐幹事の皆さま方の方針に基づいて何とか邁進し

を願いまして表敬訪問のご挨拶とさせていただきま

今年度は吉田ガバナー、そして加納ガバナー補佐、ま
ていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い
いたします。

をご祈念

申し上げ、釧路ロータリークラブの益々の発展・繁栄
す。１年間よろしくどうぞお願いいたします。

最後になりますが、釧路ロータリークラブの益々のご

釧路南ロータリークラブ 前田 裕治会長

さま方のご健勝・ご多幸をご祈念申し上げまして、簡

38 代会長を務めます前田裕治と申します。幹事を務

発展、そして天方会長、松井幹事様のご活躍と会員皆
単措辞ではございますが冒頭の表敬訪問の挨拶に代え
させていただきます。本日は誠にありがとうございま

皆さま、こんにちは。釧路南ロータリークラブ第

めてもらいます早津壮史君です。１年間よろしくお願
いいたします。

した。

音別ロータリークラブ

自分は入会７年目、
早津幹事はまだ丸３
年が過ぎたところで

横山 寛道会長

皆さん、こんにちは。本年度、音別ロータリークラ

す。右も左も分から

ブの会長を仰せつかりました横山寛道と申します。後

ない二人ですが諸先

ろに控えておりますのは、幹事を務められる川口恭弘
君でございます。ど

輩方の力を借り、ク
ラブの繁栄のために

うぞよろしくお願い

汗を流したいと思っております。毎年のことながら達

釧路ロータリークラ

わがクラブは年々若い会員が増えております。世代間

いたします。

ブ様には６年前に会

長として表敬訪問さ
せていただきまし

た、また、10 年前・

11 年前・12 年前と３回、幹事として訪問させていた

成しなければならない目標は、やはり会員増強です。
の情報共有も盛んに行われております。この環境を維
持していくために、更なるクラブづくりが必要と考え
ております。

釧路ロータリークラブ様におかれましても、さまざま
な取り組みを行っていることと思います。吉田ガバ
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ナーをはじめ、天方会長、松井幹事様を中心に本年度

さて、今年度のクラブテーマは「挑む」といたしまし

指して取り組んで行きます。そして、第７分区全体と

社会のため、そして自分自身のために失敗を恐れず、

会員数がプラスになるよう、わがクラブも会員増を目
協調しながらクラブづくりを行っていきたいと思いま
す。

最後に釧路南ロータリークラブ会長・幹事共々よろ

た。会員ひとりひとりが若さを生かし、クラブや地域
まずは行動し、挑戦していくことを大切にしていこう、
という思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

しくお願いいたします。以上をもって表敬の挨拶と代

クトクラブの釧路・

えさせてもらいます。ありがとうございました。
釧路ベイロータリークラブ 沢田

帯広・根室からなり
ます第３ブロックの
行事ホストを釧路北

雅仁会長

釧路ロータリークラブの皆さん、こんにちは。私が

ローターアクトクラ

釧路ベイロータリークラブ 23 代目会長を務めます沢

田と申します。こちらが今年度、幹事を務めます渡辺

ブが務めることとな
ります。ブロック行

雅樹君と申します。1 年間よろしくお願いします。

事を滞りなく成功させていくためには会員同士の絆が

として１回、幹事職として１回、経験しております。

進してまいりたいと思っております。そして、現存す

私自身、この表敬訪問は今回で３回目であり、会長職
また、私は釧路青年会議所出身であり、その時の先輩
たちがいるこの釧路
ロータリークラブに
今回表敬訪問ができ
て大変光栄に思って
おります。

釧路ベイロータ

リークラブは釧路
北・釧路西ロータ

リークラブのスポンサーにより平成９年５月 14 日に
設立し、それから 2013-2014 年度に葭本パストガバ

ナーを輩出し、２年後に会員一同が協力して漆崎ガバ
ナーノミニーが誕生しますので、その時はよろしくお
願いいたします。

現在、働き手がいない・担い手不足の状況に対しま

して、クラブとして地域に必要とされるクラブを目指
していきたいと思っております。

最後になりますが、釧路ロータリークラブの益々の繁
栄・ご健勝を祈念しまして、表敬訪問の挨拶といたし
ます。１年間よろしくお願いします。
釧路北ローターアクトクラブ 星

智也会長

皆さま、こんにちは。ただいま、ご紹介いただきま

大切になると思いますので、より一層団結し、より邁
るローターアクトクラブとして、釧路は北海道一古い・
歴史と伝統のあるクラブとなっております。そのクラ
ブの名に恥じぬよう会長として一生懸命務めてまいり
たいと思っております。

今期は 15 名でのスタートとなります。在籍の長い会

員が卒業され、自分自身を含め経験の浅い会員が多い
中でアクトにいる意味、アクトにいるからこそできる
時間を無駄にせず、成長へとつなげていきたいと思っ
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〜 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、ぜひ入会の検討をしていただきまして、会
長、もしくは幹事までご一報いただければ幸いです。
釧路ロータリークラブ様の皆さまにおかれましても、
ご指導・ご鞭撻いただきますようよろしくお願いいた
します。

最後になりますが、釧路ロータリークラブ様の益々の
ご発展とご健勝をご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。

１年間どうぞよろしくお願いいたします。
謝辞 天方 智順会長

それでは、謝辞を述べさせていただきます。加納ガ

した釧路北ローターアクトクラブ第 49 代会長を務め

バナー補佐、そして各クラブの会長の皆さま、友情あ

おりますのが幹事の松永会員です。１年間どうぞよろ

日は駐車場で苦労されたことと思います。クラブとホ

させていただきます星智也と申します。そして、隣に
しくお願いいたします。

はじめに、釧路ロータリークラブの皆さまにおかれ

ましては、毎年の助成金をいただきまして誠にありが

とうございます。会員一同感謝を申し上げます。また、
毎年クリスマス例会にご招待いただき、誠にありがと
うございます。そして昨年度は浅野清貴様、佐藤貴之

ふれる激励のスピーチをありがとうございました。今
テルを代表いたしまして謝りたいと思います。すみま
せんでした。

今日いただいた友情あふれるスピーチ、私の糧にして
この１年間頑張ってまいりたいと思います。また、お
会いしましょう。今日はありがとうございました。

様に講師としてご出席いただきまして誠にありがとう
ございます。
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