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■ 本日のプログラム ■
地区大会打ち合わせ例会

基本的教育と識字率向上月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 NHKのオリンピック・パラリンピック放送（担当：プログラム委員会）
地区大会打ち合わせ例会（担当：地区大会実行委員会）

■ロータリーソング：「我らの生業」
■会員数　100 名

■ソングリーダー：横田　英喜君

■ビジター　長内　信辰君（釧路北ロータリクラブ）
■ゲスト　　なし
■ニコニコ献金
　菅原　　淳君・・・どんぱく花火　大成功。皆様のご支援・ご協力のおかげです。
　池田　一己君・・・来年度、釧路 YEGの会長を仰せつかりました。

　今年度累計　144,000 円

　　

11 日にＲＩ会長晩餐会終わった時に、このキャッス
ルホテルで台北中央ロータリークラブの歓迎例会をい
たします。１人でも多くの皆さまの参加をお願い申し
上げます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。

レクリエーション部会　杉村　荘平副部会長
　皆さん、こんにち
は。ゴルフ・エクス
カーション部会の杉
村でございます。佐
藤部会長の下で副部
会長をやらせていた
だいておりますが、
ご存じのとおり、何

もせん副部会長でございまして、委員長のもとで池田
君と濱谷君がしっかりやっていただいております。今、
池田君の方から発表させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

エクスカーション部会　池田　一己　　
　みなさん、こんば
んは。エクスカー
ションは今回、９時
から 12時まで半日
の短い時間でやらせ
ていただくことに
なっております。行
程としては、プリン

スホテルに皆さんをお迎えに行って、南大通を中心に
石川啄木の碑巡りをさせていただきたいと思っており
ます。
　バスの中から啄木の会の方に紹介していただきなが
ら碑巡りをして、その後、ＭＯＯでお買い物と食事を
楽しんでいただいて、お昼までにコーチャンフォー
ホールへお届けするという流れです。
　21名にご参加いただいておりますが、顔ぶれを見
るとガバナーとガバナー夫人を中心としたメンバーで
非常に緊張した参加となっております。
　釧路クラブとしてそつがないようにと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。以上です。

ゴルフ部会　濱谷　美津夫部会長
　こんばんは。10
月 11日、釧路カン
トリーで８時半から
地区大会親睦ゴルフ
コンペを開催するこ
とになっています。
釧路クラブはまだ出

欠を取っておりませんが、個別で地区大会の段取り等
もありますのでお願いにあがります。よろしくお願い
いたします。
11日の手伝いはゴルフ部会の方でなんとか間に合う
と思います。12日にはコーチャンフォーホールで 11
時から成績発表をして、大懇親会で優勝・準優勝・ベ
スグロの発表をしたいと考えています。
参加賞はマーカーをこんな感じで作って、参加した方
には差し上げることにしております。一応、ホストク
ラブとして大会へ釧路クラブのメンバーの方はぜひ参
加していただければと思います。よろしくお願い申し
上げます。ありがとうございました。

会場設営部会　古谷　守生
　会場設営委員会副委員長の古谷でございます。今度
の地区大会のオープニングに流す「釧路８Ｋ」という
映像を見ていただきたいと思います。

　　　　（釧路８Ｋ映像鑑賞）

　当日の予定時間が３分となっておりますので３分間
に編集をしてお送りしたいと思います。以上、ありが
とうございました。

　
地区大会実行委員会　川合　隆俊副実行委員長
　皆さん、こんばんは。今日は大変お疲れさまでござ
います。いよいよ、私どもクラブの一大事業でありま
す地区大会が目前に迫ってまいりました。

あとは、実行するの
みでございます。皆
さんのご協力により
まして、この地区大
会が立派に成功でき
ますようにお願いを
申し上げたいと思い
ます。

　それでは、ご指名でございますので一発で締めたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、皆さま方のご協力によりまして、この地区
大会立派に成功できますように心を込めて一発で締め
たいと思います。よろしくお願いいたします。

　

　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。横田君、もう少
し練習して下さい、
すみません。９月で
す。明日からラグ
ビーのワールドカッ
プが開幕ということ
で、１カ月くらいか

と思ったら何と決勝が 11月２日なのです。１カ月以
上の開催期間になり、これはオリンピックより長いで
す。日本全国でいろんな熱戦が組まれると思います。
札幌でも２試合が組まれていて、札幌市内のビールの
在庫が底をつくのではないかと活字にもなっていま
す。
　ラグビーでよく言われるOne for All , All for One.
「ひとりは全員のために、全員はひとりのために」と
いう言葉があります。最初に言い忘れました。吉田潤
司ガバナー、お帰りなさい。ご出席ありがとうござい
ました。まだ公式訪問が残っているようですが今日は
一旦お帰りということで嬉しく思います。まさに全員
で吉田潤司ガバナーを支えて、ひとりは全員のために
ということで、吉田潤司ガバナーも皆さんのことを思

いつつ地区大会に向かっていくものと思います。
　そのために、今日はスクラムを組む例会になると思
います。今日は余計なこと言いません。どうぞよろし
くお願いいたします。

吉田　潤司ガバナー
　皆さん、こんばんは。久しぶりに例会に出てきまし
た。公式訪問で他の
クラブに行ったよう
な感じで、緊張で
いっぱいです。公式
訪問ではたくさんの
皆さんに随行してい
ただきまして、大変
お世話になりまし
た。本当にありがとうございました。
　私はその日に喋れば良いですけれど、随行された方
は準備やトラブルなどいろんなことありまして、大変
だったと思うのです。本当に申し訳ないと思っており
ます。

　公式訪問最中に、地区大会は一番大きな行事なので
すが、これを皆さまで企画してもらって、青田君や西
村君を中心にやってもらいまして、本当に申し訳ない
なと思っていますが、素晴らしい大会になりそうです。
　私は来ていただく方に楽しんでいただける地区大会
ができればいいなと思っております。今日もその打ち
合わせがあると思います。もう半月くらいなのですが、
ぜひ釧路クラブの総力を結集して良いもの作っていた
だければと思います。ぜひ、よろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。

　
青田　敏治地区大会実行委員長
　皆さん、こんばんは。乾杯の前に少しお話をしたい
と思います。
地区大会もいよいよ迫ってきています。明日で出席人
数の変更の締め切り
になっております
が、現在で約 1,100
名の人数が登録され
ております。心配な
のがゴルフの方で
44名ということで
少ない。エクスカー
ションは 21でやや多い状況になっております。心配
事というのは、打ち合わせをしていけばいくほど、出
てくるものです。例えば、「炉端のサンマ焼きは間に
合うのか」という心配もしていますが、それもそれな
りになるものだということでいいのです。
　私が今日お願いしておきたいことは、この後、それ
ぞれの委員会のお話も出てきます。まず、大会前の準
備の手伝い、また本大会中のいろんなお手伝い、そし
て終わったあとの後片付けの手伝い。ここはそれぞれ
のところで「いつの時間帯なら大丈夫ですか？」とこ
れからお願いしていくことになります。どうか 17年
振りの地区大会ですから経験のない会員もたくさんい
ると思いますが、何とか時間をつくってお手伝いをお
願いしたいと思います。快く、お手伝いをお願いした
いと思います。
　それでは、地区大会に向かっての皆さんの一致団結、
心を込めて乾杯したいと思います。
それでは、地区大会の成功を祝って

総務部会　川本　和之副部会長
　皆さん、こんばんは。総務部会の川本です。本来で
あれば杉山部会長がお話する予定でしたが所用のため
欠席です。私は副部会長の川本ですのでよろしくお願
いいたします。
総務部会は端的に言いますと、最初にスタートし、最
後を見届ける部会でございます。まず、各クラブにご

案内状を送付しまして、出欠の確認から始まりました。
先ほど青田さんから報告ありましたけれども、約

1,000 名を超える方
の登録、実際には
1,000 名くらいの参
加者と考えておりま
す。
　その他に来賓の方
ですとか、ゴルフ、
エクスカーションと

なります。もう、すでに第１次締め切りを終えまして、
事業については淡々と進捗をしています。来週 26日
が総務部会の委員会招集予定になっております。最終
的な人員のお手伝いですとか、時間割、誰がどういう
仕事するのかを詰めて、また、皆さんにお願いをさせ
ていただきたいと思っております。
　総務の仕事に関して言うと、リボンが何個で、何色
で、とかそんなところをやっております。メンバーの
主たる企業の皆さまには参加された方の手土産のグッ
ズをお願いしていて、いただきたいと思っております。
ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
　人員的には前日の金曜日になろうかと思いますけ
ど、最後の袋詰めが労力を必要とする部分ですので、
ここは手の空いている方全員でお手伝いをいただきた
いと思っております。　
　あと、報告書の作成では開催が終わりましてから１
カ月以内には、皆さんのお手元に届くように考えてお
りますのでよろしくお願いいたします。申し遅れまし
たけれども、吉田潤司ガバナーのお元気な姿を拝見し
まして大変喜んでいます。私が随行させていただいた
のはお盆明けの１カ月くらい前で、これは吉田さん生
きて帰ってこられるのかなと心配しておりましたけ
ど、お元気な姿を拝見させていただきまして、ありが
とうございました。
　総務は、ひっそりとした縁の下の力持ち的な部会で
すけれども、吉田潤司ガバナーを何とか男にしたいと
いう気概を持ちながら作業に当っていきたいと思いま
す。皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

総務・登録受付委員会　米本　富夫委員長
　皆さん、こんばん
は。総務・登録受付
委員会の米本です。
昨日現在、登録者数
が確定しまして、
1,056 名。来賓の方
10名が決定してお
ります。20日締め

切りなので明日で締め切って、来週に最終人数を皆さ

んに報告できると思います。　
　登録受付委員会は前日からいろいろ作業がございま
す。袋詰め作業とか受付コーナーの設置など多々あり
ます。ぜひ、手の空いた方は協力のほどをよろしくお
願いいたします。当日、本当によろしくお願いいたし
ます。以上です。

運営部　土橋　賢一部会長
　こんばんは。先ほ
ども話が出ていまし
たけれど、打ち合わ
せをすればするほど
不安になってきま
す。何はともあれ、
当日・前日は委員会
だけでは設営が間に

合いませんので、皆さんのご協力をよろしくお願いし
たいと思います。
　後日、ご案内を流すと思います。皆さんお手伝いよ
ろしくお願いいたします。以上です。

会場設営委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。会場設営委員長を仰せつかり

ました吉田といいま
す。どうぞよろしく
お願いいたします。
思ったよりやること
がたくさんあって苦
戦しております。今
日は第４回目の会合
をして、委員会の組

織図を見させていただいたら、人数が増えていたので
非常に嬉しく思うと同時に、ぜひ、日程を調整してい
ただいて２日間の戦力になっていただければと思いま
す。
　会場設営としては、運営までも全て任せていただく
ということでやっております。開会セレモニーのオー
プニングから演出の段取りをしております。心配な場
面もたくさんありますけども皆さんに喜んでいただけ
るような、満足していただけるような会場設営を目指
して頑張っていければと思っています。
　前日からの準備と、当日の撤収は人手が不足してお
ります。ぜひ、皆さま方にはご理解のうえスケジュー
ル調整していただきまして、お力を貸していただきま
すようよろしくお願い申し上げます。以上でございま
す。

食事・懇親会部会　市橋多桂丞委員長
　皆さま、こんばんは。食事・懇親会部会の担当者を
仰せつかりました市橋でございます。

食事・懇親会部会で
すが、やることは２
つございます。金曜
日の夜、こちらのホ
テル３階で行われま
す「ＲＩ会長代理の
晩餐会」を 250 人
規模で開催すること

がひとつ目です。現状は参加者もまとまりまして、今、
仮の配席をしていて最終的なご確認をいただき実行段
階に移りたいと思っております。メニューも今後の試
食会で、限られた人数ではございますが味わっていた
だいて確定とさせていただきたいと思っています。
　土曜日には、皆さまが楽しみにされている大懇親会
です。今のとりまとめでは1,000名規模の大懇親会で、
皆さまが楽しみにされている「釧路といえば」といっ
たところで炉端も用意させていただいております。会
場の中では釧路和商市場名物の勝手丼を皆さまに堪能
していただく手筈になっております。また、釧路ラー
メン、釧路ザンギと釧路の名産を取り揃えてメンバー
の皆さまをお迎えしたいと考えております。こちらは
ようやく形になりつつあるところです。
　先ほどの吉田委員長のところと合わせて、当部会も
より多くの皆さまのご協力をいただかないと運営がま
まならない部会です。ぜひ、多くの皆さまのご協力を
と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。ありがとうございます。

接待・渉外委員会　邵　　龍珍委員長
　お疲れさまでござ
います。接待・渉外
委員会の邵でござい
ます。
われわれの委員会は
わが地区の姉妹地区
である韓国の晋州
（チンジュ）の約 40

万都市の 3590 地区と、タイの 3330 地区が友好地区
でございます。この２つの地区の接待、プラス今回は
吉田ガバナーの晴れ舞台を祝うために姉妹クラブの台
北中央ロータリークラブから15名の方が来られます。
その接待を３つ考えております。韓国は韓国で、タイ
はタイで、また台北中央は今年度の三役の皆さん中心
に接待していきます。
主に空港での歓迎。10日に韓国と台北とタイが入っ
てきます。そこから随行メンバーがずっと同行して、
頑張っていく委員会でございます。
皆さまにお願いはひとつだけです。空港へのお迎え、
そしてお見送りを１人でも多くの皆さまの参加をお願
いします。

会長の時間



11 日にＲＩ会長晩餐会終わった時に、このキャッス
ルホテルで台北中央ロータリークラブの歓迎例会をい
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　それでは、ご指名でございますので一発で締めたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、皆さま方のご協力によりまして、この地区
大会立派に成功できますように心を込めて一発で締め
たいと思います。よろしくお願いいたします。

　

　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。横田君、もう少
し練習して下さい、
すみません。９月で
す。明日からラグ
ビーのワールドカッ
プが開幕ということ
で、１カ月くらいか

と思ったら何と決勝が 11月２日なのです。１カ月以
上の開催期間になり、これはオリンピックより長いで
す。日本全国でいろんな熱戦が組まれると思います。
札幌でも２試合が組まれていて、札幌市内のビールの
在庫が底をつくのではないかと活字にもなっていま
す。
　ラグビーでよく言われるOne for All , All for One.
「ひとりは全員のために、全員はひとりのために」と
いう言葉があります。最初に言い忘れました。吉田潤
司ガバナー、お帰りなさい。ご出席ありがとうござい
ました。まだ公式訪問が残っているようですが今日は
一旦お帰りということで嬉しく思います。まさに全員
で吉田潤司ガバナーを支えて、ひとりは全員のために
ということで、吉田潤司ガバナーも皆さんのことを思

いつつ地区大会に向かっていくものと思います。
　そのために、今日はスクラムを組む例会になると思
います。今日は余計なこと言いません。どうぞよろし
くお願いいたします。

吉田　潤司ガバナー
　皆さん、こんばんは。久しぶりに例会に出てきまし
た。公式訪問で他の
クラブに行ったよう
な感じで、緊張で
いっぱいです。公式
訪問ではたくさんの
皆さんに随行してい
ただきまして、大変
お世話になりまし
た。本当にありがとうございました。
　私はその日に喋れば良いですけれど、随行された方
は準備やトラブルなどいろんなことありまして、大変
だったと思うのです。本当に申し訳ないと思っており
ます。

　公式訪問最中に、地区大会は一番大きな行事なので
すが、これを皆さまで企画してもらって、青田君や西
村君を中心にやってもらいまして、本当に申し訳ない
なと思っていますが、素晴らしい大会になりそうです。
　私は来ていただく方に楽しんでいただける地区大会
ができればいいなと思っております。今日もその打ち
合わせがあると思います。もう半月くらいなのですが、
ぜひ釧路クラブの総力を結集して良いもの作っていた
だければと思います。ぜひ、よろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。

　
青田　敏治地区大会実行委員長
　皆さん、こんばんは。乾杯の前に少しお話をしたい
と思います。
地区大会もいよいよ迫ってきています。明日で出席人
数の変更の締め切り
になっております
が、現在で約 1,100
名の人数が登録され
ております。心配な
のがゴルフの方で
44名ということで
少ない。エクスカー
ションは 21でやや多い状況になっております。心配
事というのは、打ち合わせをしていけばいくほど、出
てくるものです。例えば、「炉端のサンマ焼きは間に
合うのか」という心配もしていますが、それもそれな
りになるものだということでいいのです。
　私が今日お願いしておきたいことは、この後、それ
ぞれの委員会のお話も出てきます。まず、大会前の準
備の手伝い、また本大会中のいろんなお手伝い、そし
て終わったあとの後片付けの手伝い。ここはそれぞれ
のところで「いつの時間帯なら大丈夫ですか？」とこ
れからお願いしていくことになります。どうか 17年
振りの地区大会ですから経験のない会員もたくさんい
ると思いますが、何とか時間をつくってお手伝いをお
願いしたいと思います。快く、お手伝いをお願いした
いと思います。
　それでは、地区大会に向かっての皆さんの一致団結、
心を込めて乾杯したいと思います。
それでは、地区大会の成功を祝って

総務部会　川本　和之副部会長
　皆さん、こんばんは。総務部会の川本です。本来で
あれば杉山部会長がお話する予定でしたが所用のため
欠席です。私は副部会長の川本ですのでよろしくお願
いいたします。
総務部会は端的に言いますと、最初にスタートし、最
後を見届ける部会でございます。まず、各クラブにご

案内状を送付しまして、出欠の確認から始まりました。
先ほど青田さんから報告ありましたけれども、約

1,000 名を超える方
の登録、実際には
1,000 名くらいの参
加者と考えておりま
す。
　その他に来賓の方
ですとか、ゴルフ、
エクスカーションと

なります。もう、すでに第１次締め切りを終えまして、
事業については淡々と進捗をしています。来週 26日
が総務部会の委員会招集予定になっております。最終
的な人員のお手伝いですとか、時間割、誰がどういう
仕事するのかを詰めて、また、皆さんにお願いをさせ
ていただきたいと思っております。
　総務の仕事に関して言うと、リボンが何個で、何色
で、とかそんなところをやっております。メンバーの
主たる企業の皆さまには参加された方の手土産のグッ
ズをお願いしていて、いただきたいと思っております。
ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
　人員的には前日の金曜日になろうかと思いますけ
ど、最後の袋詰めが労力を必要とする部分ですので、
ここは手の空いている方全員でお手伝いをいただきた
いと思っております。　
　あと、報告書の作成では開催が終わりましてから１
カ月以内には、皆さんのお手元に届くように考えてお
りますのでよろしくお願いいたします。申し遅れまし
たけれども、吉田潤司ガバナーのお元気な姿を拝見し
まして大変喜んでいます。私が随行させていただいた
のはお盆明けの１カ月くらい前で、これは吉田さん生
きて帰ってこられるのかなと心配しておりましたけ
ど、お元気な姿を拝見させていただきまして、ありが
とうございました。
　総務は、ひっそりとした縁の下の力持ち的な部会で
すけれども、吉田潤司ガバナーを何とか男にしたいと
いう気概を持ちながら作業に当っていきたいと思いま
す。皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

総務・登録受付委員会　米本　富夫委員長
　皆さん、こんばん
は。総務・登録受付
委員会の米本です。
昨日現在、登録者数
が確定しまして、
1,056 名。来賓の方
10名が決定してお
ります。20日締め

切りなので明日で締め切って、来週に最終人数を皆さ
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　登録受付委員会は前日からいろいろ作業がございま
す。袋詰め作業とか受付コーナーの設置など多々あり
ます。ぜひ、手の空いた方は協力のほどをよろしくお
願いいたします。当日、本当によろしくお願いいたし
ます。以上です。

運営部　土橋　賢一部会長
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ども話が出ていまし
たけれど、打ち合わ
せをすればするほど
不安になってきま
す。何はともあれ、
当日・前日は委員会
だけでは設営が間に

合いませんので、皆さんのご協力をよろしくお願いし
たいと思います。
　後日、ご案内を流すと思います。皆さんお手伝いよ
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会場設営委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。会場設営委員長を仰せつかり

ました吉田といいま
す。どうぞよろしく
お願いいたします。
思ったよりやること
がたくさんあって苦
戦しております。今
日は第４回目の会合
をして、委員会の組

織図を見させていただいたら、人数が増えていたので
非常に嬉しく思うと同時に、ぜひ、日程を調整してい
ただいて２日間の戦力になっていただければと思いま
す。
　会場設営としては、運営までも全て任せていただく
ということでやっております。開会セレモニーのオー
プニングから演出の段取りをしております。心配な場
面もたくさんありますけども皆さんに喜んでいただけ
るような、満足していただけるような会場設営を目指
して頑張っていければと思っています。
　前日からの準備と、当日の撤収は人手が不足してお
ります。ぜひ、皆さま方にはご理解のうえスケジュー
ル調整していただきまして、お力を貸していただきま
すようよろしくお願い申し上げます。以上でございま
す。

食事・懇親会部会　市橋多桂丞委員長
　皆さま、こんばんは。食事・懇親会部会の担当者を
仰せつかりました市橋でございます。

食事・懇親会部会で
すが、やることは２
つございます。金曜
日の夜、こちらのホ
テル３階で行われま
す「ＲＩ会長代理の
晩餐会」を 250 人
規模で開催すること

がひとつ目です。現状は参加者もまとまりまして、今、
仮の配席をしていて最終的なご確認をいただき実行段
階に移りたいと思っております。メニューも今後の試
食会で、限られた人数ではございますが味わっていた
だいて確定とさせていただきたいと思っています。
　土曜日には、皆さまが楽しみにされている大懇親会
です。今のとりまとめでは1,000名規模の大懇親会で、
皆さまが楽しみにされている「釧路といえば」といっ
たところで炉端も用意させていただいております。会
場の中では釧路和商市場名物の勝手丼を皆さまに堪能
していただく手筈になっております。また、釧路ラー
メン、釧路ザンギと釧路の名産を取り揃えてメンバー
の皆さまをお迎えしたいと考えております。こちらは
ようやく形になりつつあるところです。
　先ほどの吉田委員長のところと合わせて、当部会も
より多くの皆さまのご協力をいただかないと運営がま
まならない部会です。ぜひ、多くの皆さまのご協力を
と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。ありがとうございます。

接待・渉外委員会　邵　　龍珍委員長
　お疲れさまでござ
います。接待・渉外
委員会の邵でござい
ます。
われわれの委員会は
わが地区の姉妹地区
である韓国の晋州
（チンジュ）の約 40

万都市の 3590 地区と、タイの 3330 地区が友好地区
でございます。この２つの地区の接待、プラス今回は
吉田ガバナーの晴れ舞台を祝うために姉妹クラブの台
北中央ロータリークラブから15名の方が来られます。
その接待を３つ考えております。韓国は韓国で、タイ
はタイで、また台北中央は今年度の三役の皆さん中心
に接待していきます。
主に空港での歓迎。10日に韓国と台北とタイが入っ
てきます。そこから随行メンバーがずっと同行して、
頑張っていく委員会でございます。
皆さまにお願いはひとつだけです。空港へのお迎え、
そしてお見送りを１人でも多くの皆さまの参加をお願
いします。

乾杯のご発声



11 日にＲＩ会長晩餐会終わった時に、このキャッス
ルホテルで台北中央ロータリークラブの歓迎例会をい
たします。１人でも多くの皆さまの参加をお願い申し
上げます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
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　皆さん、こんにち
は。ゴルフ・エクス
カーション部会の杉
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藤部会長の下で副部
会長をやらせていた
だいておりますが、
ご存じのとおり、何
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んは。エクスカー
ションは今回、９時
から 12時まで半日
の短い時間でやらせ
ていただくことに
なっております。行
程としては、プリン

スホテルに皆さんをお迎えに行って、南大通を中心に
石川啄木の碑巡りをさせていただきたいと思っており
ます。
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楽しんでいただいて、お昼までにコーチャンフォー
ホールへお届けするという流れです。
　21名にご参加いただいておりますが、顔ぶれを見
るとガバナーとガバナー夫人を中心としたメンバーで
非常に緊張した参加となっております。
　釧路クラブとしてそつがないようにと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。以上です。
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　こんばんは。10
月 11日、釧路カン
トリーで８時半から
地区大会親睦ゴルフ
コンペを開催するこ
とになっています。
釧路クラブはまだ出

欠を取っておりませんが、個別で地区大会の段取り等
もありますのでお願いにあがります。よろしくお願い
いたします。
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ラブとして大会へ釧路クラブのメンバーの方はぜひ参
加していただければと思います。よろしくお願い申し
上げます。ありがとうございました。
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なります。もう、すでに第１次締め切りを終えまして、
事業については淡々と進捗をしています。来週 26日
が総務部会の委員会招集予定になっております。最終
的な人員のお手伝いですとか、時間割、誰がどういう
仕事するのかを詰めて、また、皆さんにお願いをさせ
ていただきたいと思っております。
　総務の仕事に関して言うと、リボンが何個で、何色
で、とかそんなところをやっております。メンバーの
主たる企業の皆さまには参加された方の手土産のグッ
ズをお願いしていて、いただきたいと思っております。
ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
　人員的には前日の金曜日になろうかと思いますけ
ど、最後の袋詰めが労力を必要とする部分ですので、
ここは手の空いている方全員でお手伝いをいただきた
いと思っております。　
　あと、報告書の作成では開催が終わりましてから１
カ月以内には、皆さんのお手元に届くように考えてお
りますのでよろしくお願いいたします。申し遅れまし
たけれども、吉田潤司ガバナーのお元気な姿を拝見し
まして大変喜んでいます。私が随行させていただいた
のはお盆明けの１カ月くらい前で、これは吉田さん生
きて帰ってこられるのかなと心配しておりましたけ
ど、お元気な姿を拝見させていただきまして、ありが
とうございました。
　総務は、ひっそりとした縁の下の力持ち的な部会で
すけれども、吉田潤司ガバナーを何とか男にしたいと
いう気概を持ちながら作業に当っていきたいと思いま
す。皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

総務・登録受付委員会　米本　富夫委員長
　皆さん、こんばん
は。総務・登録受付
委員会の米本です。
昨日現在、登録者数
が確定しまして、
1,056 名。来賓の方
10名が決定してお
ります。20日締め

切りなので明日で締め切って、来週に最終人数を皆さ

んに報告できると思います。　
　登録受付委員会は前日からいろいろ作業がございま
す。袋詰め作業とか受付コーナーの設置など多々あり
ます。ぜひ、手の空いた方は協力のほどをよろしくお
願いいたします。当日、本当によろしくお願いいたし
ます。以上です。

運営部　土橋　賢一部会長
　こんばんは。先ほ
ども話が出ていまし
たけれど、打ち合わ
せをすればするほど
不安になってきま
す。何はともあれ、
当日・前日は委員会
だけでは設営が間に

合いませんので、皆さんのご協力をよろしくお願いし
たいと思います。
　後日、ご案内を流すと思います。皆さんお手伝いよ
ろしくお願いいたします。以上です。

会場設営委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。会場設営委員長を仰せつかり

ました吉田といいま
す。どうぞよろしく
お願いいたします。
思ったよりやること
がたくさんあって苦
戦しております。今
日は第４回目の会合
をして、委員会の組

織図を見させていただいたら、人数が増えていたので
非常に嬉しく思うと同時に、ぜひ、日程を調整してい
ただいて２日間の戦力になっていただければと思いま
す。
　会場設営としては、運営までも全て任せていただく
ということでやっております。開会セレモニーのオー
プニングから演出の段取りをしております。心配な場
面もたくさんありますけども皆さんに喜んでいただけ
るような、満足していただけるような会場設営を目指
して頑張っていければと思っています。
　前日からの準備と、当日の撤収は人手が不足してお
ります。ぜひ、皆さま方にはご理解のうえスケジュー
ル調整していただきまして、お力を貸していただきま
すようよろしくお願い申し上げます。以上でございま
す。

食事・懇親会部会　市橋多桂丞委員長
　皆さま、こんばんは。食事・懇親会部会の担当者を
仰せつかりました市橋でございます。

食事・懇親会部会で
すが、やることは２
つございます。金曜
日の夜、こちらのホ
テル３階で行われま
す「ＲＩ会長代理の
晩餐会」を 250 人
規模で開催すること

がひとつ目です。現状は参加者もまとまりまして、今、
仮の配席をしていて最終的なご確認をいただき実行段
階に移りたいと思っております。メニューも今後の試
食会で、限られた人数ではございますが味わっていた
だいて確定とさせていただきたいと思っています。
　土曜日には、皆さまが楽しみにされている大懇親会
です。今のとりまとめでは1,000名規模の大懇親会で、
皆さまが楽しみにされている「釧路といえば」といっ
たところで炉端も用意させていただいております。会
場の中では釧路和商市場名物の勝手丼を皆さまに堪能
していただく手筈になっております。また、釧路ラー
メン、釧路ザンギと釧路の名産を取り揃えてメンバー
の皆さまをお迎えしたいと考えております。こちらは
ようやく形になりつつあるところです。
　先ほどの吉田委員長のところと合わせて、当部会も
より多くの皆さまのご協力をいただかないと運営がま
まならない部会です。ぜひ、多くの皆さまのご協力を
と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。ありがとうございます。

接待・渉外委員会　邵　　龍珍委員長
　お疲れさまでござ
います。接待・渉外
委員会の邵でござい
ます。
われわれの委員会は
わが地区の姉妹地区
である韓国の晋州
（チンジュ）の約 40

万都市の 3590 地区と、タイの 3330 地区が友好地区
でございます。この２つの地区の接待、プラス今回は
吉田ガバナーの晴れ舞台を祝うために姉妹クラブの台
北中央ロータリークラブから15名の方が来られます。
その接待を３つ考えております。韓国は韓国で、タイ
はタイで、また台北中央は今年度の三役の皆さん中心
に接待していきます。
主に空港での歓迎。10日に韓国と台北とタイが入っ
てきます。そこから随行メンバーがずっと同行して、
頑張っていく委員会でございます。
皆さまにお願いはひとつだけです。空港へのお迎え、
そしてお見送りを１人でも多くの皆さまの参加をお願
いします。



11 日にＲＩ会長晩餐会終わった時に、このキャッス
ルホテルで台北中央ロータリークラブの歓迎例会をい
たします。１人でも多くの皆さまの参加をお願い申し
上げます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。

レクリエーション部会　杉村　荘平副部会長
　皆さん、こんにち
は。ゴルフ・エクス
カーション部会の杉
村でございます。佐
藤部会長の下で副部
会長をやらせていた
だいておりますが、
ご存じのとおり、何

もせん副部会長でございまして、委員長のもとで池田
君と濱谷君がしっかりやっていただいております。今、
池田君の方から発表させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

エクスカーション部会　池田　一己　　
　みなさん、こんば
んは。エクスカー
ションは今回、９時
から 12時まで半日
の短い時間でやらせ
ていただくことに
なっております。行
程としては、プリン

スホテルに皆さんをお迎えに行って、南大通を中心に
石川啄木の碑巡りをさせていただきたいと思っており
ます。
　バスの中から啄木の会の方に紹介していただきなが
ら碑巡りをして、その後、ＭＯＯでお買い物と食事を
楽しんでいただいて、お昼までにコーチャンフォー
ホールへお届けするという流れです。
　21名にご参加いただいておりますが、顔ぶれを見
るとガバナーとガバナー夫人を中心としたメンバーで
非常に緊張した参加となっております。
　釧路クラブとしてそつがないようにと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。以上です。

ゴルフ部会　濱谷　美津夫部会長
　こんばんは。10
月 11日、釧路カン
トリーで８時半から
地区大会親睦ゴルフ
コンペを開催するこ
とになっています。
釧路クラブはまだ出

欠を取っておりませんが、個別で地区大会の段取り等
もありますのでお願いにあがります。よろしくお願い
いたします。
11日の手伝いはゴルフ部会の方でなんとか間に合う
と思います。12日にはコーチャンフォーホールで 11
時から成績発表をして、大懇親会で優勝・準優勝・ベ
スグロの発表をしたいと考えています。
参加賞はマーカーをこんな感じで作って、参加した方
には差し上げることにしております。一応、ホストク
ラブとして大会へ釧路クラブのメンバーの方はぜひ参
加していただければと思います。よろしくお願い申し
上げます。ありがとうございました。

会場設営部会　古谷　守生
　会場設営委員会副委員長の古谷でございます。今度
の地区大会のオープニングに流す「釧路８Ｋ」という
映像を見ていただきたいと思います。

　　　　（釧路８Ｋ映像鑑賞）

　当日の予定時間が３分となっておりますので３分間
に編集をしてお送りしたいと思います。以上、ありが
とうございました。

　
地区大会実行委員会　川合　隆俊副実行委員長
　皆さん、こんばんは。今日は大変お疲れさまでござ
います。いよいよ、私どもクラブの一大事業でありま
す地区大会が目前に迫ってまいりました。

あとは、実行するの
みでございます。皆
さんのご協力により
まして、この地区大
会が立派に成功でき
ますようにお願いを
申し上げたいと思い
ます。

　それでは、ご指名でございますので一発で締めたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、皆さま方のご協力によりまして、この地区
大会立派に成功できますように心を込めて一発で締め
たいと思います。よろしくお願いいたします。

　

　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。横田君、もう少
し練習して下さい、
すみません。９月で
す。明日からラグ
ビーのワールドカッ
プが開幕ということ
で、１カ月くらいか

と思ったら何と決勝が 11月２日なのです。１カ月以
上の開催期間になり、これはオリンピックより長いで
す。日本全国でいろんな熱戦が組まれると思います。
札幌でも２試合が組まれていて、札幌市内のビールの
在庫が底をつくのではないかと活字にもなっていま
す。
　ラグビーでよく言われるOne for All , All for One.
「ひとりは全員のために、全員はひとりのために」と
いう言葉があります。最初に言い忘れました。吉田潤
司ガバナー、お帰りなさい。ご出席ありがとうござい
ました。まだ公式訪問が残っているようですが今日は
一旦お帰りということで嬉しく思います。まさに全員
で吉田潤司ガバナーを支えて、ひとりは全員のために
ということで、吉田潤司ガバナーも皆さんのことを思

いつつ地区大会に向かっていくものと思います。
　そのために、今日はスクラムを組む例会になると思
います。今日は余計なこと言いません。どうぞよろし
くお願いいたします。

吉田　潤司ガバナー
　皆さん、こんばんは。久しぶりに例会に出てきまし
た。公式訪問で他の
クラブに行ったよう
な感じで、緊張で
いっぱいです。公式
訪問ではたくさんの
皆さんに随行してい
ただきまして、大変
お世話になりまし
た。本当にありがとうございました。
　私はその日に喋れば良いですけれど、随行された方
は準備やトラブルなどいろんなことありまして、大変
だったと思うのです。本当に申し訳ないと思っており
ます。

　公式訪問最中に、地区大会は一番大きな行事なので
すが、これを皆さまで企画してもらって、青田君や西
村君を中心にやってもらいまして、本当に申し訳ない
なと思っていますが、素晴らしい大会になりそうです。
　私は来ていただく方に楽しんでいただける地区大会
ができればいいなと思っております。今日もその打ち
合わせがあると思います。もう半月くらいなのですが、
ぜひ釧路クラブの総力を結集して良いもの作っていた
だければと思います。ぜひ、よろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。

　
青田　敏治地区大会実行委員長
　皆さん、こんばんは。乾杯の前に少しお話をしたい
と思います。
地区大会もいよいよ迫ってきています。明日で出席人
数の変更の締め切り
になっております
が、現在で約 1,100
名の人数が登録され
ております。心配な
のがゴルフの方で
44名ということで
少ない。エクスカー
ションは 21でやや多い状況になっております。心配
事というのは、打ち合わせをしていけばいくほど、出
てくるものです。例えば、「炉端のサンマ焼きは間に
合うのか」という心配もしていますが、それもそれな
りになるものだということでいいのです。
　私が今日お願いしておきたいことは、この後、それ
ぞれの委員会のお話も出てきます。まず、大会前の準
備の手伝い、また本大会中のいろんなお手伝い、そし
て終わったあとの後片付けの手伝い。ここはそれぞれ
のところで「いつの時間帯なら大丈夫ですか？」とこ
れからお願いしていくことになります。どうか 17年
振りの地区大会ですから経験のない会員もたくさんい
ると思いますが、何とか時間をつくってお手伝いをお
願いしたいと思います。快く、お手伝いをお願いした
いと思います。
　それでは、地区大会に向かっての皆さんの一致団結、
心を込めて乾杯したいと思います。
それでは、地区大会の成功を祝って

総務部会　川本　和之副部会長
　皆さん、こんばんは。総務部会の川本です。本来で
あれば杉山部会長がお話する予定でしたが所用のため
欠席です。私は副部会長の川本ですのでよろしくお願
いいたします。
総務部会は端的に言いますと、最初にスタートし、最
後を見届ける部会でございます。まず、各クラブにご

案内状を送付しまして、出欠の確認から始まりました。
先ほど青田さんから報告ありましたけれども、約

1,000 名を超える方
の登録、実際には
1,000 名くらいの参
加者と考えておりま
す。
　その他に来賓の方
ですとか、ゴルフ、
エクスカーションと

なります。もう、すでに第１次締め切りを終えまして、
事業については淡々と進捗をしています。来週 26日
が総務部会の委員会招集予定になっております。最終
的な人員のお手伝いですとか、時間割、誰がどういう
仕事するのかを詰めて、また、皆さんにお願いをさせ
ていただきたいと思っております。
　総務の仕事に関して言うと、リボンが何個で、何色
で、とかそんなところをやっております。メンバーの
主たる企業の皆さまには参加された方の手土産のグッ
ズをお願いしていて、いただきたいと思っております。
ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
　人員的には前日の金曜日になろうかと思いますけ
ど、最後の袋詰めが労力を必要とする部分ですので、
ここは手の空いている方全員でお手伝いをいただきた
いと思っております。　
　あと、報告書の作成では開催が終わりましてから１
カ月以内には、皆さんのお手元に届くように考えてお
りますのでよろしくお願いいたします。申し遅れまし
たけれども、吉田潤司ガバナーのお元気な姿を拝見し
まして大変喜んでいます。私が随行させていただいた
のはお盆明けの１カ月くらい前で、これは吉田さん生
きて帰ってこられるのかなと心配しておりましたけ
ど、お元気な姿を拝見させていただきまして、ありが
とうございました。
　総務は、ひっそりとした縁の下の力持ち的な部会で
すけれども、吉田潤司ガバナーを何とか男にしたいと
いう気概を持ちながら作業に当っていきたいと思いま
す。皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

総務・登録受付委員会　米本　富夫委員長
　皆さん、こんばん
は。総務・登録受付
委員会の米本です。
昨日現在、登録者数
が確定しまして、
1,056 名。来賓の方
10名が決定してお
ります。20日締め

切りなので明日で締め切って、来週に最終人数を皆さ

んに報告できると思います。　
　登録受付委員会は前日からいろいろ作業がございま
す。袋詰め作業とか受付コーナーの設置など多々あり
ます。ぜひ、手の空いた方は協力のほどをよろしくお
願いいたします。当日、本当によろしくお願いいたし
ます。以上です。

運営部　土橋　賢一部会長
　こんばんは。先ほ
ども話が出ていまし
たけれど、打ち合わ
せをすればするほど
不安になってきま
す。何はともあれ、
当日・前日は委員会
だけでは設営が間に

合いませんので、皆さんのご協力をよろしくお願いし
たいと思います。
　後日、ご案内を流すと思います。皆さんお手伝いよ
ろしくお願いいたします。以上です。

会場設営委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。会場設営委員長を仰せつかり

ました吉田といいま
す。どうぞよろしく
お願いいたします。
思ったよりやること
がたくさんあって苦
戦しております。今
日は第４回目の会合
をして、委員会の組

織図を見させていただいたら、人数が増えていたので
非常に嬉しく思うと同時に、ぜひ、日程を調整してい
ただいて２日間の戦力になっていただければと思いま
す。
　会場設営としては、運営までも全て任せていただく
ということでやっております。開会セレモニーのオー
プニングから演出の段取りをしております。心配な場
面もたくさんありますけども皆さんに喜んでいただけ
るような、満足していただけるような会場設営を目指
して頑張っていければと思っています。
　前日からの準備と、当日の撤収は人手が不足してお
ります。ぜひ、皆さま方にはご理解のうえスケジュー
ル調整していただきまして、お力を貸していただきま
すようよろしくお願い申し上げます。以上でございま
す。

食事・懇親会部会　市橋多桂丞委員長
　皆さま、こんばんは。食事・懇親会部会の担当者を
仰せつかりました市橋でございます。

食事・懇親会部会で
すが、やることは２
つございます。金曜
日の夜、こちらのホ
テル３階で行われま
す「ＲＩ会長代理の
晩餐会」を 250 人
規模で開催すること

がひとつ目です。現状は参加者もまとまりまして、今、
仮の配席をしていて最終的なご確認をいただき実行段
階に移りたいと思っております。メニューも今後の試
食会で、限られた人数ではございますが味わっていた
だいて確定とさせていただきたいと思っています。
　土曜日には、皆さまが楽しみにされている大懇親会
です。今のとりまとめでは1,000名規模の大懇親会で、
皆さまが楽しみにされている「釧路といえば」といっ
たところで炉端も用意させていただいております。会
場の中では釧路和商市場名物の勝手丼を皆さまに堪能
していただく手筈になっております。また、釧路ラー
メン、釧路ザンギと釧路の名産を取り揃えてメンバー
の皆さまをお迎えしたいと考えております。こちらは
ようやく形になりつつあるところです。
　先ほどの吉田委員長のところと合わせて、当部会も
より多くの皆さまのご協力をいただかないと運営がま
まならない部会です。ぜひ、多くの皆さまのご協力を
と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。ありがとうございます。

接待・渉外委員会　邵　　龍珍委員長
　お疲れさまでござ
います。接待・渉外
委員会の邵でござい
ます。
われわれの委員会は
わが地区の姉妹地区
である韓国の晋州
（チンジュ）の約 40

万都市の 3590 地区と、タイの 3330 地区が友好地区
でございます。この２つの地区の接待、プラス今回は
吉田ガバナーの晴れ舞台を祝うために姉妹クラブの台
北中央ロータリークラブから15名の方が来られます。
その接待を３つ考えております。韓国は韓国で、タイ
はタイで、また台北中央は今年度の三役の皆さん中心
に接待していきます。
主に空港での歓迎。10日に韓国と台北とタイが入っ
てきます。そこから随行メンバーがずっと同行して、
頑張っていく委員会でございます。
皆さまにお願いはひとつだけです。空港へのお迎え、
そしてお見送りを１人でも多くの皆さまの参加をお願
いします。

締めのご発声
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