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月間テーマ

経済と地域社会の発展月間

本日のプログラム

地区大会打ち合わせ例会（担当：地区大会実行委員会）

次週例会

地区大会打を終えて（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数

2019-2020 年度
国際ロータリーテーマ

2019-2020 年度

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）

■ソングリーダー：浅野 清貴君

100 名

■ビジター

北川 健二君（釧路北 RC

■ゲスト

ジョブジュ・アマルトプラシ（2010-2011 米山記念留学生）

廹田

武君（釧路北 RC

財団・米山部門 理事）
幹事）

■ニコニコ献金
吉田

潤司君・・・公式訪問無事終了しました。まさか、釧路クラブの時、体調不良になるとは思っても

米本

富夫君・・・釧路しんきん地域貢献賞受賞いたしました。ありがとうございます。

いませんでした。

今年度累計 220,000 円

会長の時間

天方 智順会長

皆さま、改めまし

て、こんにちは。い
よいよです。会長に
就任してからやって
くるだろうと思った
３つのうちの１つ

が、最初にラグビー
のワールドカップ。

次に消費税が 10％になること。次に一番大切な「地
区大会」でございます。

ずっと皆さんで準備をして、周到に用意をして、い

よいよという段階でございます。来ることは分かって
いても、準備をする皆さんの資質も大切に関わってく
のではないかと思っております。

来なきゃ良いのにと思っていた台風も 13 日に来る

ようでございます。地区大会に来られたお客様が帰路
に少し苦労されるかもしれません。多分 13 日になる

と思います。先ほど市橋君の情報では、台風の足がさ
らに遅くなって遅延するかもしれないそうです。十分
に気をつけてまいりたいと思います。

なにはともあれ、本日は結束を固め、明日からの大

会に向けた時間にしていただきたく思います。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
財団・米山部門 理事 北川 健二会員

こんにちは。明日から始まる「地区大会」をとても

楽しみにしております。今日は貴重な例会の時間をい
ただき感謝申し上げます。

米山記念奨学会プログラムに「ホームカミング制度」

があります。米山奨学生として受け入れた米山奨学生
が自国に帰った後、自国でがんばっている姿をホスト
した地区クラブに訪
問して近況を伝える
プログラムです。今
回このホームカミン
グ制度には、地区事
務所に大変協力をい
ただき感謝しており
ます。ありがとうご
ざいました。

今 回、ホームカミング制度を利用して来られたアマ
ルさんを紹介します。

今から９年前、釧路教育大学釧路校に入学。２年間、
釧路北ロータリークラブをホストクラブとして米山奨
学生となりました。卒業後は、モンゴルへ帰国。現在

本日のプログラム ■
地区大会最終打ち合わせ例会
■

は、ウランバートル市で国家公務員として労働福祉の
仕事に携わっています。

地区大会実行委員会 西村 智久幹事

友会」を設立しております。2013 年、モンゴルにも

よ今日の夕刻から各国の方がお見えになりますので、

年４月はその学友会の「最優秀委員長賞」を彼女は受

今日は皆さまの部会での打ち合わせをメインにしたい

また、日本各地・アジア各地で元米山奨学生が「学

その「学友会」ができました。創立と共に入会し、昨
けております。

アマルさんから釧路ロータリークラブへお礼を述べ

たいと思います。

皆さま、改めましてご苦労様でございます。いよい

本日から地区大会は始まります。

と考えておりますが、ご挨拶だけ何名かからいただき
たいと思います。

吉田潤司ガバナー、ご挨拶をいただけますでしょうか。
吉田 潤司ガバナー

皆さん、こんにちは。まず先週の木曜日に釧路クラ

2009−2010 年度 米山記念奨学生

ブの公式訪問、どう

ジョブジュ・アマルトプシンさん

皆さん、こんにち

もありがとうござい

は。ジョブジュ・ア

ました。これで公式

マルトプシンと申し

訪問 67 クラブ、地

ます。私はいま家族

区大会前に全部終わ

が５人で、母国ウラ

ることができまし

ンバートルで働いて
います。日本に７年
ぶりに来たので、米

山奨学会のホームカミング制度を使ってみんなと再会
できることは本当にありがたいと思っています。

釧路北ロータリークラブの推薦で、吉田ガバナーの助
けでここまで来て、みんなと仲良く話をすることは私
にとって大事な宝物です。

日本で勉強をして国に帰ったら、ロータリアンと米

山奨学金制度というものはすごく素晴らしく、経済的
に援助ではなく、人の心になにかを残してあげた、と
いう気持ちで私いっぱいです。

私たちの学友会は 2013 年にみんなを集めて「モン

ゴルで学友会を作ろ

う」という話をして、
そこから「モンゴル
でなにか自分にでき
ることがあるか」と
社会奉仕活動にみん
なも力を入れていま
やっています。

その詳しい情報は明後日の地区大会の本会議で、モ

ンゴル米山学友会がなにをしているかの説明を私がや
ります。

今まで、みなさんにありがたいという気持ちがいっ

ぱいです。なにか緊張してすみません。本当に日本の
ロータリアン・日本の皆さまに感謝の気持ちを申し上
げます。よろしくお願いします。

た。全てのクラブの
会長・幹事と交流し

ましたので、地区大会では会えても顔が分かるように
なりました。

私がずっと快調でしたから体が調子を悪くすると思っ
ても見なかったのですけれど、月曜日の音別と釧路西
クラブへ行った時、熱が８度６分ぐらいまで上がり酷
い目にあいました。釧路クラブのときにもかなり調子
が悪く、私が公式訪問でいろいろと指導をしようと

思ったのですけれど、天方会長の迫力に負けて非常に
優しく指導をしちゃったと思っております。

西クラブが終わった後には、私はかなり時間の余裕

があったので地区大会の実行委員会の会議にも出て話
を聞いて心の準備をしようと思ったのですけれど、な
にもできずに今日の日を迎えてしまいました。皆さま
には随分いろいろとお世話になって申しわけないと思
いましたけれど、さすが、やっぱり釧路クラブで、非
常にきめ細かくやっていただいていると思います。

また、今日からは、明日・明後日、大会参加以上に

何事でも物事は裏方の仕事が一番大きいのです。裏方
の人がいなかったらなにも進行しないということで、
そういう意味では本当に皆さん随分ご苦労をされてい
て、私はただその神輿に乗っかっているだけですから
大変申しわけないと思っています。

地区大会へ来られる皆さまに気持ちを込めてやれば、
必ず良い気持ちで答えてくれると思いますので、皆さ
ま方ご苦労ですけれどもよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

地区大会実行委員会

青田

敏治委員長

皆さま、こんにちは。先ほどから皆さん言っている

ように、いよいよです。

今日から会場設置委
員会は５時 30 分集

どは真ん中へどうぞ。

終了後には発表などはありませんので、密な打ち合わ
せで明日に備えていただきたいと思います。時間まで
よろしくどうぞお願いいたします。

合で、６時からプリ

（各部会打ち合わせ中）

ンスの看板付けとか
いろいろ準備を始め

地区大会実行委員会 西村 智久幹事

えに行くメンバーも

会の終了時刻が迫っておりますので、とりあえず着席

ます。また空港へ迎
いますし、私どもプ

リンスで５時 20 分に韓国の姉妹クラブを歓迎し、お
待ちする段取りで動き始めています。

この後、席を変えて委員会ごとに話しをしていただ

きます。そのとき、違う委員会に「これを確認したい」
というものが出て来るはずです。行ったり来たりでも
良いですから、日にちもいよいよ迫っていますので、
その辺をガッチリしてほしいと思います。

また、天気の方も心配は心配ですけれどもこれには

勝てませんから。私は、懇親会で炉端をやりたいとそ
れぞれ行った先で話をしてきたものですから、皆さん

「炉端楽しみだな」と言っています。市橋委員長は「風

打ち合わせはまだまだ終わらないと思いますが、例

をよろしくお願いいたします。

それでは、『地区大会へ向けて』の例会をここで一旦

閉めさせていただきます。打ち合わせ等々はまた後ほ
どということで、マイクを副会長の方にお返しいたし
ます。ありがとうございました。
後藤 公貴副会長

ありがとうございます。お立ちになっている方は近

くのお席でけっこうですので、一度ご着席していただ
ければと思います。よろしくお願いします。一度ご着
席をお願いいたします。

打ち合わせ続いているかと思いますけれども、いよ

次第ですね。雨はテントがあるから大丈夫」と言って

いよという雰囲気になってまいりました。ぜひ皆さん

て 15 個に炭を起こすことですからその手伝いも 15

区大会」を乗り切って行ければと思っております。終

います。なんとか風が弱まって、ドラム缶を半分にし
人いるわけです。私が何回も言っているように「手伝
いをお願いしますよ」というのはそういうこともある
ので、その辺を楽しみにしながら適材適所で皆さん協
力のほどをよろしくお願いしたいと思います。

ぜひ、明日から皆さんの協力で成功に持って行きた

いと思います。よろしくお願いいたします。

地区大会実行委員会

西村

智久幹事

青田実行委員長、ありがとうございました。先日、

実行委員会から奥様方へのご案内を差し上げました。
いまのところ数名に参加、お手伝いいただけることに
なっていますが、これからお家へ帰ってお話しをする
ときに、ご参加できる方がいれば明日は昼ぐらいにプ
リンスホテル。明後日 12 日は午前中からできる方は

昼ぐらいに文化会館に。また午後の懇親会を手伝える
方がおられれば３時ぐらいに国際交流センターに来て
いただければ作業の説明をさせていただきますので、
ぜひお家へ帰って普段ご夫婦の良い仲をここで発揮し
ていただいて、１人でもお手伝いをいただければと考
えております。

それでは、各部会長、どこにいらっしゃいますか。

立っていただいて、その部会長の近辺で、それぞれの
部会の打ち合わせをしていただきたいと思いますの

で、皆さんご移動いただきたいと思います。事務局な

力をひとつに合わせまして、なんとか本日からの「地
わった後には、労いの言葉・感謝の言葉をかけていた
だければと思っておりますのでよろしくお願いいたし
ます。

