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第 2500 地区ガバナー

吉田 潤司（釧路 RC）

月間テーマ

疾病予防と治療月間

本日のプログラム

年次総会（担当：理事会）

次週例会

釧路ロータリーカップアイスホッケー大会報告会（担当：青少年委員会）

■ロータリーソング：「奉仕の理想」
■会員数

■ソングリーダー：濱谷美津男君

101 名

■ビジター
■ゲスト

なし
なし

■ニコニコ献金

天方 智順君・・・本日より台北に向かう準備です。楽しみです。

大道 光肇君・・・大変ご無沙汰してごめんなさい。先日、息子に第 2 子が生まれました。
また、男の子です。

濱谷美津男君・・・なゆたの会

年間優勝いたしました。
今年度累計 287,000 円

会長の時間

天方

智順会長

皆さま、こんに

ちは。めっきり寒
くなってまいりま

合計 21 名の大所帯で、いつにも増して多くの皆さん

で一緒に台北中央ロータリー創立 34 周年のお祝いに
行けることを本当にありがたく思っております。

雛壇５人のうち私を含め４人は行きますけれど、後

した。先週木曜日

藤副会長は残しておきます。万が一のためです。クー

た「第６回東北海

いろいろとネタを用意しましたけれども、今日は、

から開催されまし
道アイスホッケー
大会」は日曜日に

決勝が行われ、釧路江南高校と武修館高校の釧路同士
の決勝戦で、すごく良いゲームでした。２対２の第３
ピリオド、武修館高校の猛攻をものすごく耐えていた
江南高校がワンチャンスを活かして決勝ゴール、とい
うことですごく良い試合だったと思います。多くの会
員の皆さんにお手伝いいただきました。青少年委員会
をはじめ皆さん、ご苦労様でございます。氷が張って

デター計画があったら彼が主導すると思います。

企業の名前についていろいろ面白いことをずっと思っ
ていたのでご披露したいと思います。ニックネーム・
愛称が正式企業名になる会社がよくあります。皆さん
ご存じの「日本製粉」さん、“ＮＩＰＰＮ” は正式名

ではないですけれども、コーポレートのお名前でＮＩ
ＰＰＮさん。日本製粉さんはすごく歴史が長い会社で
す。日本製粉あの字を見てＮＩＰＰＮさんになったの
かなと思います。

わが舗装業界で “ＮＩＰＰＯ” という会社がありま

いるからでしょうか、ワカサギ釣りかなにかと勘違い

す。元々、「日本鋪道」さんが正式名で、私も官庁の

ど、本当に多くの皆さんで観戦いただき、ありがとう

いつの間にかＮ・Ｉ・Ｐ・Ｐ・Ｏで「ＮＩＰＰＯ」という

をされたような格好の方もいらっしゃいましたけれ
ございます。

今日は年次総会の後に東京へ飛んで、明日の朝に台

北の方に旅立ちます。会員 19 名、そして婦人２人の

方も仕事仲間も「ニッポ」「ニッポ」と言っていたら、
正式名になりました。

この釧路ロータリークラブ会員の中でも川合会員の

「釧路内燃機」さんが、カタカナで「ナイネンキ」と

いう正式名になられております。つい最近まで知りま

ルフもできていないのですけれども、また趣味も活か

ニックネームは、きちんと社会に貢献して一生懸命企

そして、このロータリークラブに入会させていただい

せんでした。申し訳ございません。

業活動をした結果、そのニックネームが認められるの
ではないかと思います。ということで「株式会社アク
トク」、すみません「株式会社タクショク」とか、ど
うでしょうか。
と

いうことでお後がよろしいようで、今日の会長挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた
します。

しながらがんばっていきたいと思っております。

て、青年会議所でもそうだったのですけれど、あまり
慣れないというか皆さんの前で喋ることが苦手なもの
ですから、これからもがんばってなるべく時間を作っ
て参加をし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。
長より新入会員へ歓迎挨拶

伊原さん、入会おめでとうございます。伊原さんの

入会をもって 101 名となりました。誠に素晴らしい

新入会員紹介
スポンサー

前田

秀幸君

皆さん、こんに

ちは。本日、晴れ
てご入会されまし
た伊原明さんをご
紹介したいと思い
ます。

お名前は伊原明さ

ことと思います。委員会配属は親睦活動委員会、市橋
委員長を知っているでしょう、ということで。

先ほど、いろいろご遠慮されがちな性格とおっしゃっ
ていましたけれど、きっと顔見知りも多いクラブだと
思いますので、そうおっしゃらずにいろいろなことに
積極的に参加いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ん、学校法人北海

本日のプログラム ■
年
次
総
会
■

道学院の理事長をされております。昭和 41 年１月

27 日生まれ。私と吉田英一君、浅川君と青年会議所
の同期入会でございます。

議長 天方 智順会長

ですか。違いますね。ゴルフはハンデ 14 で、なかな

釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に従い、本例

なたか良い伴侶がいればご紹介していただければと思

路ロータリークラブ細則第１条第１項に基づき、当ク

趣味は読書、小説と書いてありますが小説を書くの

かの腕前でございます。なんと彼はまだ独身です。ど
います。

では、伊原明君です。よろしくお願いします。

皆さん、こんに

会を「年次総会」といたします。定足数については釧
ラブ会員総数の１／３となるところで、本日現在、伊
原会員の入会をもって会員総数 101 名です。定足数
は１／３以上です
ので、本日の出席

新入会員挨拶
学校法人北海道学院

慣例によりまして、私が議長を務めます。詳しくは、

理事長 伊原

明君

ちは。この度は、
歴史と伝統ある釧
路ロータリークラ
ブに入会のご承認

者は 51 名です。

よって本総会が成
立することを最初
にご報告申し上げ
ます。

本日の議題は３

をいただいまして

点です。第１号議案、
「2020-2021 年度釧路ロータリー

ました。

年度の収入と支出を含む中間報告及び前年度の財務報

ありがとうござい
私は、釧路で「フレンドようちえん」と「くしろせん

もん学校」、こちらは「介護環境科」と「こども環境科」
の２つの科があります。そちらで理事長をさせていた
だいております。

私は元々、東京出身で、こちらに来てもう 30 年以

上になりますけれども、なかなかこの寒さに慣れなく
て、いまだに冬はちょっと嫌だなと思いながら。ただ
夏は涼しくてゴルフが好きなものですからゴルフを楽
しんでおります。ただ、最近は少し忙しくてあまりゴ

クラブ理事・役員の選挙について」。第２号議案、「現
告」です。第３号議案として、「2020-2021 年度ガバ

ナー補佐事務所人事報告」です。第４号議案で「その
他」となっておりますが、その他をお持ちの方いらっ
しゃいますか。いらっしゃいませんね。それでは、第
４号議案は削除願いたいと思います。

それでは、第１号議案、「2020-2021 年度釧路ロー

タリークラブ理事・役員の選挙について」、議長の私
から上程いたします。

釧路ロータリークラブ細則第３条第１節に従い、11

けただけだったのではないのか。なにかのことの間違

た。11 月 21 日の公告締め切りまでに立候補者・推

ている次第でございますが、なんとかこの場に立たせ

月７日に次年度役員及び理事の選挙を告示いたしまし
薦者が共に不在だったことを受けまして、同日 11 月
第 3 例会において指名委員会を設置いたしました。

いで今ことが進んでしまっているのではないかと思っ
ていただいております。

僕の仕事は、皆さんご存じのとおり社長とは名ばか

11 月 22 日金曜日に指名委員会を開催、推挙をさせ

りで、毎日現場に出て一人親方みたいなもので、毎日

初めに私から 2021-2022 年度の会長ノミニーを発表

統ある釧路クラブの会長を務まるのかどうかが本当に

ていただく旨、指名会員を決定いたしました。

します。11 月 22 日に開催いたしました指名委員会

において満場一致で可決承認されました杉村荘平君を

バタバタやっております。こんな人間がこの歴史と伝
不安で仕方がないところでございます。

こんな杉村でも「会長をやらせて見るか」というの

2021-2022 年度会長ノミニーに推挙いたします。

が、この釧路クラブの懐の深いところでして、僕はそ

経歴を拝見いたしておりますと、委員長が３度、理事

ざいます。ですからまずは、なんとかがんばらせてい

杉村君は、2007 年のご入会です。それ以来約 13 年間、
が４度です。４度目が昨年度の当クラブ副会長です。
皆さんご存じのとおり人格・経歴共に素晴らしき人と
思っております。皆さまの満場の拍手をもってご承認
いただければと思います。

（拍手）

それでは、全会一致の決定、承認とさせていただきま

の釧路クラブの懐の深さが本当に大好きなところでご
ただいて、本当に釧路クラブにはお世話になっており
ますので、このお世話になったお返しを少しでもして
みたい。本当にこの釧路クラブの良いところを少しで
もしっかりと引き継いでいきたいという思いで、受け
させていただこうと思い至りました。

改めて、この場をお借りいたしまして、なんとか杉

す。

村は粉骨砕身がんばっていきたいと思いますので、皆

思います。よろしくお願いします。

して会長ノミニーのご挨拶にさせていただきたいと思

早速会長ノミニーの杉村君よりスピーチを頂戴したく

さまからの心温まるご指導・ご鞭撻をぜひお願いしま
います。これから２年半になりますけれどもどうぞよ
ろしくお願いいたします。

2021-2022 年度会長ノミニー
皆さん、こんに

杉村 荘平君

（拍手）

ちは。ということ

天方 智順 議長

しょうか。ただい

ちんとウナギを食べさせます。

ました杉村でござ

レクトより発表してもらいたいと思います。舟木会長

で大丈夫なので

まご指名いただき
います。どうぞよ
ろしくお願いいた
します。

この場でいきますと、例年はウナギの話をすることが
恒例になっているようですので、私も。ちょっと私の

杉村ノミニー、ありがとうございます。そのうちき

続きまして、2020-2021 年度の理事者を舟木会長エ
エレクト、よろしくお願いいたします。
2020-21 年度理事者発表
舟木 博 会長エレクト

皆さん、こんに

ウナギの話は大変簡単です。

ちは。早いもので、

なバーベキュー会にお呼ばれいただきました。その会

次の年度が始まる

あれは、８月のとある暑い日の昼下がり、ある大き

あと半年もすると

場は大きい屋外の会場でして、焼き場の方に、その会

ということで、い

場にいた天方会長から、何だろうと思ったら「おーい

まからもうドキド

杉村、ウナギ食うか」とお誘いがありました。おお、
このバーベキュー会は豪華だな、ウナギがあるのだと
思って「はーい、いただきます」と言ったことがこの
場に立っている理由です。

数ある『ウナギ話』があるかとは思いますが、実際

にウナギも食べていない、お店にも呼ばれていない。
こんな雑なフェイントに引っかかって、受けてしまっ

たのは多分僕だけだろうと思っております。そもそも、
あれは本当に会長指名だったのか。本当はウナギが焼

キしています。今
日はこのあとすぐ

台北に 20 人で行かなければならないということでソ

ワソワしていますけれど、次年度の理事の発表をさせ
ていただきます。

人望も経歴も全くない私ですけれど、こうやって来年

やることになっていますので、杉村さん、安心してやっ
てください。

それでは副会長から、土橋賢一君、よろしくお願い

します。幹事・荒井さん。ＳＡＡが木下君です。会計

300,000 円を振替まして、残りました 480,556 円を

クラブ運営委員長が滝越さん。クラブ広報・会員組織

ります。

が甲賀君。直前は天方さんです。エレクトが杉村さん。
委員長が清水さんです。奉仕プロジェクト委員長が髙

クラブの繰越金ということで振替させていただいてお
先日もご説明させていただきましたとおり、従来で

橋直人さん。ロータリー財団･奨学推進委員長が柿田

すと年度が終わりましたらすぐに決算を出すのです

以上、発表といたします。よろしくお願いいたします。

で、そちらが終了次第おおまかな決算状況をつかんで、

さん。私が会長で、終わりです。
（拍手）
天方

智順

が、今年度に関しましては地区大会がございましたの
振替金を計算ということで若干お時間をいただきまし
たので活動報告書の出来上がりも先月となっておりま

議長

よろしいですね。いまの皆様方の拍手もって承認と

す。

以上で、私の報告とさせていただきます。ありがと

させていただきます。それでは、舟木さん、もうご挨

うございました。

す。

天方 智順 議長

度の収入と支出を含む中間発表報告及び前年度の財務

いたします。

告を昨年度幹事浅川正紳よりお願いいたします。よろ

今年度中間報告 松井 聖治幹事

拶はいいですか。分かりました。ありがとうございま
それでは、第２号議案に移りたいと思います。「現年

報告」についてであります。はじめに前年度の財務報
しくお願いします。
前年度財務報告

続いて、今年度の中間報告です。松井幹事、お願い

続きまして、今

年度の中間報告で、
支出・収入を含め

2018-2019 年度幹事 浅川 正紳君

た中間報告をさせ

ちは。２週間前も

思います。

皆さん、こんに

同じような報告を
したのですが、第
２号議案で私は前
年度の財務報告と
いうことですが、

2019 年規定審議会

19 の 24 で修正採択された「クラブの年次会合にお

いて予算と年次報告の発表を求める件」という中に、

「現年度の収入と支出を含む中間報告及び前年度の財

務報告を発表」ということが追加されましたので、本
年度よりこのような形で発表されることになりまし
た。

というように難しい言葉を使えばやっている感が出

るかと思いますが、既に皆さまにはこのクラブ活動実
施報告書をお配りさせていただきまして、その中に決
算が出ておりますので一度ご覧になっていただいてい
るという前提で、本日は時間の関係上、収入と支出の
一部だけをかいつまんで報告させていただきます。

2018-2019 年度一般会計決算報告書、収入の部、

収入合計が予算 25,183,164 円のところ実績が

26,922,837 円。支出の部、こちらの支出合計は皆さ
まのお手元の資料の下から６段目、予算が

ていただきたいと
11 月末現在の収入
と実績で、収入と

支出の書類を付けております。今年度は皆さま方の多
大なるご協力をいただきまして、とても素晴らしい会
費収入の状況でございます。収入の部のクラブの年会
費ですけれど、いま現在でほぼ 96％位の年会費の振

込をいただいております。おかげをもちまして前期は、
ほぼ予定通りの収入・支出の運営ができているところ
です。また、姉妹クラブ交流積立金が予算より実績が
大きく増えておりますけれど、こちらは地区大会に台
北中央ロータリークラブが見えたときの歓迎会の収

入・支出を含めております。その結果、収入も増えて
いますし支出も大きく出ております。収入と支出を差
し引いてほぼ予算通りという形で運営をしておりま
す。

前期に関しましては、本当に素晴らしいご協力をいた
だきまして運営ができていると思っておりますが、た
だ１点、収入のニコニコ献金の所がまだまだ足りてい

ません。このあと家族パーティーなどもありますので、
これからご協力いただきながら予算に合わせていきた
いと思っております。

先ほど、浅川前幹事からも説明がありましたとおり、

25,183,164 円、実績が 25,692,281 円でした。当期

今回の規定審議委員会で定款が大きく変わっておりま

関しましては、ガバナー事務局運営協力金振替に

間報告または昨年の決算をすると採択をされておりま

収支差額が 1,239,556 円でございます。この内訳に
450,000 円、釧路ロータリー嵯峨記念育英会に

す。その変更に伴いまして、今後もこの年次総会で中
す。そういった変更点を含めて、今年度中に定款変更

を行わなければなりません。このあと定款変更をさせ

と親戚ということで、お声がかかったのかなと思って

信をさせていただいて、また臨時に皆さま方のご承認

「素晴らしい１年を過ごせ」と言っていただけるよ

ていただきまして、また改めて理事会、皆さま方に配
をいただく場面を作ろうと思っておりますので、その
節はぜひご協力をよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、今年度の中間報告とさせていただ
きます。

智順

うに微力ではございますが、支えて行きたいと思って
おります。どうぞよろしくお願いいたします。
次年度ガバナー補佐幹事 樋口 貴弘 会員

（拍手）
天方

おります。

皆さん、こんに

ちは。只今ご紹介
議長

報告事項でございますので、いまの皆さまのパラパ

ラとした拍手で承認とさせていただきます。

続いて、第３号議案でございます。「2020-2021 年

度ガバナー補佐事務所人事報告」についてです。ガバ

ナー補佐事務所人事を 2020-2021 年度ガバナー補佐・
石田博司君、お願いいたします。
2020-21 年度ガバナー補佐

いただきました次
年度石田ガバナー
補佐の下でガバ

ナー補佐幹事を努
めさせていただき
ます、樋口です。

どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、多分忘れていると思いますけれど、私は既

石田 博司君

次年度ガバナー補佐をさせていただきます。よろし
くお願いします。
ガバナー補佐幹事

に白幡ガバナー補佐のときにガバナー補佐幹事を経験
済みなので、今回は２回目のガバナー補佐幹事となり
ます。

その前回のガバナー補佐幹事のとき、脇さんから電

には樋口貴広君と

話をいただきまして「ちょっと相談がある。会えない

幹事には青木泰憲

ナー補佐幹事をやることになったが一緒にやってくれ

その幹事の補佐副
君、どうぞこちら
へ来てください。
あなたたちから挨

拶をいただくようにとなっていますので。

先ほど舟木年度の理事からは挨拶をもらわなかったの
ですが、人数の関係もあるでしょうし、今日こうやっ
て紹介をして、後は１年間挨拶をする機会がない地味
な立場になりますので、今日はひとつ受諾の演説も聞
いていただきます。

まず、青木泰憲君ですが、今年入会したばかりです。

株式会社釧路スズキ自動車取締役営業部長、たまたま
私の又従兄弟になるのですけれども彼が副幹事で、幹
事には樋口君と今日ホームで台湾へ向かっています工
藤彦夫君の２人にお願いをしております。
まず露払いで、泰憲君からどうぞ。

か」と言われて会社の方へお伺いしたら、「実はガバ

ないか。頼む」と言われたので、お引き受けしました。
今回は、先日、工藤さんから電話をいただいたので

すけれども「おお、樋口、ちょっと頼みがあるのだけ
れど、ガバナー補佐をやってくれ俺と一緒に」という

非常に軽い電話で、「いや、『俺だけでは石田さんが不
安だ』と言ってい
るから、頼むは」
と言われたので、
まぁ、これは不安
だろうなと思った
ので、２回目の私
でよければという
ことで引き受ける

こととしました。「ところで工藤さん、私は既にやっ

ているのですけれどいいですか。釧路クラブでは２回
やる人はいないのではないですか」と言ったら、「そ

うだな。だったらお前、副幹事にしておく。だったら
次年度ガバナー補佐副幹事
皆さん、こんに

ちは。露払いと言
いますか。只今ご

青木

泰憲 会員

違う役職だな」という話だったので、副幹事だと思っ
ていましたけれど、いま聞いたらどうやら幹事のよう
なので、どうぞよろしくお願いいたします。

もうひとつ、皆さん忘れているのかもしれないので

紹介をいただきま

すけれど、私いま地区副幹事をやっていまして、ガバ

いま石田さんから

が、10 月の地区大会までかなりまだ業務が残ってい

した青木泰憲です。
も話がありました
が、石田博司さん

ナー事務所の方も任期としては６月末までなのです

ますので、しばらくの間は地区の副幹事とガバナー補
佐幹事と二刀流でやって行こうと思っております。つ
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いでだからクラブの幹事でもやろうかと思ったのです
けれど、先ほど声がかからなかったので、三刀流は諦
めて二刀流で１年間がんばって行きたいと思います。
いずれにしても引き受けたからには、一生懸命、真面
目にやって行きますので、皆さん、ご支援ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

（拍手）
天方

智順議長

NO と言えない人たちのスピーチは楽しいですね。

以上をもちまして全ての議題が終了いたしましたの

で、議長の任を解かせていただきます。皆さま、本当
にありがとうございました。
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