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2021-2022 年度

ＲＩ会長 シェカール・メータ

第 2500 地区ガバナー

漆崎

隆（釧路ベイ RC）

ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：理事会）
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」
「クラブアッセンブリー」
（担当：理事会）

次週例会

■ロータリーソング：「君が代」「奉仕の理想」
■会員数

■ソングリーダー：後藤 公貴君

97 名

■ビジター 2021-2022 年度国際ロータリー第 2500 地区 長倉 巨樹彦ガバナー補佐
〃

■ゲスト

上川原

昭ガバナー補佐幹事

なし

ハンマー伝達式

６月 30 日木曜日ま

開会に先立ちまし

で続くという尾越会

て「ハンマー伝達式」

長年度以来のフル操

を執り行います。杉

業年度でございまし

村会長、舟木直前会

て、48 回の例会を

長、邵ＳＡＡはご登
壇ください。

ハンマーの伝達は、

舟木直前会長より邵ＳＡＡへ、邵ＳＡＡより杉村会長
へお渡しいただきます。

事務局の青島さん、舟木直前会長へハンマーをお渡し

予定しております。
85 周年、48 回の点

鐘に思いを込めて、滝越エレクトにしっかりと引き継
げるよう頑張っていきたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

ください。

ご来訪のお客さまのご紹介 杉村 荘平会長

ました。ありがとうございました。舟木直前会長、邵

す。お名前を読み上げますのでその場でご起立の上、

それでは、歴代会長の思いが詰まった歴史と伝統のあ

国際ロータリー第 2500 地区第７分区ガバナー補佐・

ただいま、杉村会長がハンマーをしっかりと受け取り
ＳＡＡはご降壇ください。

るハンマーを引き継ぎました杉村会長より一言ご挨拶
をお願いいたします。
ご挨拶

杉村

荘平会長

はい、舟木直前会長におかれましては体調のよろし

くない中をご出席ありがとうございます。

ただいま、歴代会長の思いのこもったハンマーを引き
渡していただきました。

今年度は、この７月１日木曜日から始まって、来年の

それでは本日のお客さまをご紹介させていただきま

歓迎の拍手をお受けください。

長倉巨樹彦君。同じくガバナー補佐幹事・上川原昭君。
本日はビデオでのご出演になりますが、今年度の各ク
ラブの会長幹事様をご紹介させていただきます。

釧路北ロータリークラブ会長・平井昌弘君、同じく幹
事・田野竜之介君。白糠ロータリークラブ会長・美馬

俊哉君、同じく幹事・本城慶児郎君。釧路西ロータリー
クラブ会長・山本秀基君、同じく幹事・舟木雅司君。
釧路東ロータリークラブ会長・猿子満彦君、同じく幹
事・川上登君。釧路音別ロータリークラブ会長・水野





昭人君、同じく幹事・川口恭弘君。釧路南ロータリー

改めまして長倉ガバナー補佐、上川原ガバナー補佐幹

釧路ベイロータリークラブ会長・貝嶋政治君、同じく

年度初日の大変お忙しい中、釧路ロータリークラブに

クラブ会長・亀井麻也君、同じく幹事・澤山理恵君。
幹事・池田圭樹君。釧路北ローターアクトクラブ会長・
松永憲人君、同じく幹事・加納萌子君。以上でござい
ます。

長倉ガバナー補佐におかれましては、後ほどご挨拶を
頂戴いたしますので本日はどうぞよろしくお願いいた
します。

乾杯のご挨拶

事におかれましては、まさにこのコロナ禍、そして新
来ていただきまして本当にありがとうございます。

これから表敬訪問も始まりまして、お忙しい日々が続
くと思いますが、今日はできる限りごゆっくりお過ご
しいただければと思っております。

例年であれば、ここに第７分区各クラブの会長さん・
幹事さんが勢揃いしてスタートということになります
が、本年はやっぱりコロナの影響の中でビデオでのご

清水 幸彦パストガバナー

どうぞ座ってくだ

さい。新しい年度が
始まりました。漆崎
ガバナーは国際大会
にたくさん出席した
ことで有名な方で
す。それからガバ

ナー補佐の長倉巨樹彦さんは南ロータリークラブ。私
のガバナー年度の 1981-1982 年にできたただひとつ
のクラブです、頑張ってやってください。

いろんな方が今日集まって来ております。このコロナ
はまだ明確でない先のことですが、ダーウィンの言葉
を借りると「生き抜く者は頭の良い者ではない。力の

挨拶という形を取らせていただきました。少々、寂し
い感じは否めませんが、どうかご理解いただければと
思います。

今日は時間の関係上、私の挨拶は来週のアッセンブ

リーでゆっくりと喋らせていただきたいなと思ってお
ります。改めまして、本年度はこのコロナから改めて
ロータリーを離陸させて行く。そして、ロータリーの
素晴らしさを再確認して行くという大切な１年になる
だろうと思っております。

改めまして、今年度の活動に対する皆さんのご支援と
ご協力をお願い申し上げまして、本日１回目の会長挨
拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

強い者ではない。よく適応できる者だ」ということ。
どうぞ皆さん、各クラブに合った、コロナに負けない
ような適応で頑張ってください。

ということで、乾杯をしましょう。

それでは、ともに社会を渡れる者のロータリーに、乾
杯。

会長の時間

■

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

国際ロータリー第 2500 地区第７分区
長倉巨樹彦ガバナー補佐
上川原 昭ガバナー補佐幹事

杉村 荘平会長

お食事の方はその

ままお続けくださ
い。

改めまして、こんに
ちは。釧路ロータ

リークラブ第 85 代

会長を務めさせてい

ただきます杉村でございます。どうぞよろしくお願い
いたします。

ここに至るまで山あり谷ありの連続でしたが、皆さん
のご協力をいただきまして何とか無事に第１回のこの
例会にたどり着くことができました。この場をお借り
しまして感謝とお礼を申し上げます。ありがとうござ
います。

いよいよ始まったなという責任の重さをひしひしと感
じているところでございますが、何とか前を向いて１
年間しっかり頑張っていこうと思っております。どう
ぞよろしくお願いいたします。

皆さん、こんにち

は。今年度、第７分
区ガバナー補佐を務
めます釧路南の長倉
でございます。補佐
幹事はそちらにおり
ます上川原昭君とな

りますので１年間、皆さま、よろしくお願いいたしま
す。

今年度このコロナ禍の中で杉村会長の下、釧路クラブ
さんの第１回例会が無事開催されますことを心よりお
喜び申し上げます。

また、昨年度は、石田パストガバナー補佐におかれま
して、このコロナ禍で思うように事業ができない、い
ろいろな面でご苦労されたかのかと存じます。本当に
１年間、お疲れ様でした。また、ありがとうございま
した。

本日は表敬訪問ということですが、見てのとおり例年
どおりになりません。コロナ禍でありましたので、私





と補佐幹事が伺わせていただきまして、各クラブの会

いものを与えるきっかけになるのではないかと思って

ことといたします。事情を考慮し、ご理解いただきま

るようなクラブ運営をしたいと考えています。

長の表敬のご挨拶は動画にて皆さまにご覧をいただく
すようお願いを申し上げます。

さて、ＲＩ会長・シェカール・メータ氏の方針は

「Serve to Change Lives（奉仕しよう みんなの人生を

豊かにするために）」その中で「Each One, Bring One

（ひとりひとりが誰か一人を連れてきて会員増強しま
しょう）」ということです。現在の世界中のロータリ

アン 120 万人を 130 万人に増やすということです。

パーセンテージでいうと８％となりますので、釧路ク
ラブさんの会員数に８％を掛けた人数分を会員増強し
ていただけなければいけないことになりますので、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

漆崎ガバナーの地区のスローガンは「ロータリーの素
晴らしさを広めよう」。方針は「親睦と持続可能な奉
仕活動の推進」。具体的な目標につきましては９つ挙

げられておりますので、本日は割愛させていただきま
すが、活動計画書でご覧いただきたいと存じます。

ガバナー、ＲＩ会長、ＲＩ理事から昨今言われておりま
す「戦略計画」それから「ＤＥＩ」と、いろんな方針
が掲げられております。時間がございませんので割愛
させていただきますけども、杉村会長・市橋幹事の下
に随時進めていただきたいと存じます。

最後に貴クラブのますますの発展と皆さまのご健勝を
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。

います。与えることで、会員皆さまが幸せを感じ取れ
当クラブは入会暦の浅い会員、若い会員が多い中では
ありますが、変えて良いものと、そうではないものを
諸先輩からしっかりと学び、常に真実と向き合う必要
があると思います。友情と親睦という言葉があるよう
に、生涯そのお付き合いができるのがこのクラブだと
思います。時にはお互いを戒め合う場面もあるかもし

れません。しかし、今一度なぜクラブに入会したのか、
何のために活動しているのかを理解すれば、おのずと
答えは出てくるはずです。ですから、求めるのではな
く与える人になることで、心身ともに成長していくも
のと信じています。

そして、昨年度よりわがクラブではクラブ内クラブと
いう位置付けで『ノースサテライトクラブ』を 28 名

の会員でスタートし、月１回、Zoom での例会を開催。
更なる奉仕の活動の域を広めて活動していくところで
ございます。

また、釧路北ローターアクトクラブは今年 50 周年の

節目を迎えることとなり、分区の皆さまには改めてご
支援ご協力を賜りたく存じあげます。

最後になりますが、長倉ガバナー補佐はじめ第７分区
の会長・幹事様、会員皆さまのご健勝をご祈念申し上
げ表敬のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
白糠ロータリークラブ
美馬 俊哉会長 本城慶児郎幹事

釧路北ロータリークラブ
平井

白糠ロータリークラブ第 61

昌弘会長 田野竜之介幹事

代会長を務めます美馬です。そ

ロータリークラブの会長を仰せ

事の本城君です。よろしくお願

こんにちは。今年度、釧路北

つかりました平井昌弘です。隣
に映っていますのが幹事の田野
竜之介君です。どうぞ１年間、
何卒よろしくお願いいたしま
す。

私ども釧路北ロータリークラブは釧路クラブ様のスポ
ンサーのもと、昭和 33 年に創立させていただき今年

で 64 年目を迎えることとなりました。その昔、一時
100 名を超える会員数を誇っておりましたが経済状

況の変化、そしてコロナ禍の影響で減少を余儀なくさ
れ、本年度は 70 名のスタートでございます。

今年度会長方針としまして「BE A GIVER 〜求めるの

ではなく、与える人になろう〜」とさせていただきま

した。ロータリアンにとって大切なのは、与えるもの、
奉仕するものであり、与える時も謙虚さが大事であり
ます。クラブは個人の才能の集合体であり、そのクラ
ブがさらなる成長を遂げた時、社会に対して素晴らし

して私を支えてくださいます幹
いいたします。

本来ならばそれぞれのクラブに
表敬訪問をしたいと思っていま

したが、コロナ禍で難しいこともあり、ビデオメッセー
ジでご挨拶させていただきます。

当クラブは本年度、コロナ禍でも毎週例会を開催しよ
うと思っています。会員 11 名ということもあり、ま

たコロナワクチン接種済者が４名、このままにいけば
８月中に全員接種できると思っております。早く通常
のロータリー活動ができればと思っています。

多分、皆さま方とお会いできるのは地区大会だと思っ
ております。それを楽しみにロータリー活動ができれ
ばいいと思っております。

本年度、白糠ロータリークラブは少数精鋭で頑張って
行こうと思っていますが、他のクラブにもいろいろと
お願いすることがあるかもしれません。その時はロー
タリーの寛容の精神でよろしくお願いをしまして、表





敬訪問のご挨拶とさせていただきます。

さま方の一層のご健勝ご活躍をご祈念申し上げまして

１年間、よろしくお願いいたします。

簡単ではございますが、ビデオメッセージの挨拶に代
えさせていただきます。

１年間、よろしくお願い申し上げます。ご清聴ありが

釧路西ロータリークラブ
山本

秀基会長 舟木

雅司幹事

皆さん、こんにちは。今年

度西ロータリークラブ会長の
山本です。１年間どうぞよろ

とうございました。

釧路音別ロータリークラブ
水野 昭人会長 川口 恭弘幹事

しくお願いいたします。実は、

皆さま、こんにちは。私は音

釧路西ロータリークラブで初

別ロータリークラブ第 43 代会

ていただきます。

申します。今年１年、一緒に頑

めて２回目の会長を務めさせ

長に指名されました水野昭人と

この大変なコロナ禍の時代に私は改めて原点回帰、先

張っていただきます幹事は、３

輩ロータリアンに教えていただきましたロータリーは
親睦と奉仕の元にテーマを掲げて例会運営に取り組ん

年目のベテラン川口幹事です。
１年間どうぞよろしくお願いい

でまいりたいと考えております。

たします。

防止にと、さらなる努力を考えております。ロータリー

勉強してまいりました。その時には皆さま方のクラブ

例会を楽しく、出席率の向上、そして会員増強・退会
の奉仕活動を楽しみ、活動できて嬉しいと感じるよう
なクラブ運営を目指して取り組んでまいります。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

私は以前、2014-2015 年度から３期に亘って幹事を

ひとつひとつ回って、たくさんの勉強、そして歓迎を
いただきました。誠にありがとうございます。今回、
その時の思い出を交えてお話できたら良かったのです
が、このような状況下でできなくなりましたことを残
念に思います。

釧路東ロータリークラブ
猿子 満彦会長 川上 登幹事

皆さん、こんにちは。今年度

釧路東ロータリークラブの会長
を務めさせていただきます猿子
でございます。１年間、よろし
くお願いいたします。

当東クラブは 1971 年９月４日

に釧路ロータリークラブ様がス

ポンサーとなり、釧路市内で４番目のロータリークラ
ブとして 24 名の会員にて設立しております。以来、
50 年が経過し、今年度は節目の１年になります。こ

れまでの間、各クラブの皆さま方には当東クラブの運
営にあたり、ご理解とご協力を賜り誠にありがたく厚
くお礼を申し上げる次第でございます。

新年度、当東クラブは 33 名の会員での出発となって

さて、音別ロータリークラブは今年度 15 名の出発と

なります。人口減、しかもこのコロナ禍の中で何をやっ
て行くかですが、特に５年、10 年の節目でないこと

もありまして、特に大きなことは考えておりません。
ただ、奉仕活動として４〜５年前に無くなったひとつ
の奉仕活動がありまして、それに代わる新しいことを
考えていこう、そう思っております。また、会員増強
もその中のひとつでもあります。

早くこのような状況を乗り越えて皆さんと親睦を深め
ることができることを願って本日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。
釧路南ロータリークラブ
亀井 麻也会長 澤山 理恵幹事

皆さま、こんにちは。本年度

おります。

釧路南ロータリークラブ第 40

なの人生を豊かにするために」の会長テーマの下、漆

ざいます。当クラブでは女性会

ＲＩ会長シェカール・メータ氏の「奉仕しよう みん

崎ガバナーは地区スローガンを「ロータリーの素晴ら
しさを広めましょう」と地区活動方針を 地区の明る
い未来のために、地域の人々と親睦と持続可能な奉仕

代会長を務めます亀井麻也でご
長としては２代目で、サポート
していただくのは幹事の澤山理
恵会員です。女性初コンビは

活動の推進として地区活動目標を掲げております。

ロータリー歴９年迎える私と６年の幹事で、経験も浅

標を定めております。内容につきましては割愛させて

とができました。副会長には初代女性会長で大先輩の

当クラブも以上のことを踏まえまして、５つの活動目
いただきますが、詳細は当クラブの活動計画書をご参
照願えればと思います。

最後になりますが、各クラブの益々のご発展と会員皆

く、クラブメンバーの応援があってこの日を迎えるこ
工藤ゆかり会員が控えておりますので厳しく指導いた
だきながら１年間を全うしたいと思っております。

この度はコロナ禍により訪問が叶わず大変残念でなり





ませんが、状況が許されるようになりましたら澤山幹

んができるだけ地区大会へ直接ご参加をよろしくお願

その節はよろしくお願いいたします。

での参加をよろしくお願いいたします。

事とともにご挨拶にお伺いしたいと思っております。
さて、釧路南ロータリークラブ会長として『be proud

（誇りを持って）』とテーマを掲げました。引き続き、
これまでと同様の活動が困難な状況でありますが、昨
年度は奈良パスト会長テーマ『Challenge』のもと、

Zoom を活用して仕事の都合や緊急事態宣言等で集う

ことできない状況でも例会に参加できる体制を構築し

いいたします。ワクチンを済ましていない方は Zoom

最後に貴クラブの今後のますますのご繁栄を祈念して
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。
釧路北ローターアクトクラブ
松永 憲人会長 加納 萌子幹事

てきました。休会を最小限にとどめ、いかなる環境で

皆さま、こんにちは。今年度

も多くのメンバーがつながるツールとして今後も持続

釧路北ローターアクトクラブ第

ります。

どうぞよろしくお願いします。

し、会員相互の結束をより強くしていこうと思ってお

51 代会長の松永です。１年間、

本年度は長倉ガバナー補佐の輩出、40 周年行事、地

さて、今年度の釧路北ローター

区補助金事業は釧路市動物園に梨の植樹を予定してお
り、盛りだくさんな１年となります。

アクトクラブのクラブテーマは

『繋ぐ』です。私たち、釧路北ロー

南クラブは最年少 41 歳から最年長 77 歳の会員数 28

ターアクトクラブは創立 51 年目を迎えます。これま

アットホームな雰囲気は先輩会員が培ってきたもの

し、これからの 50 年、100 年と釧路北ローターアク

名でスタートいたします。年代、性別に隔たりなく、
で、この誇りあるクラブを受け継ぎ、この１年も笑顔
あふれるクラブ運営と持続可能な奉仕活動を目指して
参ります。

結びになりますが、貴クラブの益々のご繁栄と会長・
幹事はじめ会員皆さまのご多幸をお祈りし、表敬訪問
のご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した。

政治会長 池田

トクラブが繫栄し続けるようにと思い、このクラブ
テーマに決めました。

私はこれから更に 50 年とクラブを繫栄させるために

は、その時に時代によってクラブ運営を変化させるこ
とが大切だと思っております。今年大きく変化させた
のは例会の回数です。これまで通常例会や移動例会を
含めると計 24 回例会を行ってきておりましたが今年
は 18 回と計画させていただきました。

ただし、例会回数は減っておりますが地域の方々と交

釧路ベイロータリークラブ
貝嶋

で先輩方が受け継いできた意志や誇りを次世代に継承

圭樹幹事

皆さま、こんにちは。本年度、
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代目の会長を承りました貝嶋政

治です。幹事は池田圭樹君です。
本来ですと直接例会に参加し、
皆さまと懇親を深めたいと思っ
ておりましたけれども、このコ

ロナの流行のせいでそれが叶わずビデオでの出席と
なってしまい非常に残念です。

さて、本年度は漆崎ガバナーの下、10 月 10 日に地

区大会を予定しております。本来ですと記念ゴルフ大
会など、種々の催し物をやりたいところではございま
すが、コロナの影響のためにそれらの行事を割愛せざ
るを得なく 10 月 10 日の１日だけの大会、しかも

Zoom とのハイブリット方式で行うことが決まってお
ります。

当初の予定ではコロナのワクチン接種が非常に遅いと
予想されていたのですが、最近急速にワクチンの接種

流できるような例会を多く取り入れました。中でも昨
年大好評でしたハロウィンのカボチャを子どもたちと
一緒に作る『ジャック・オー・ランタン例会』や、子

どもたちに職業体験していただく『キッズタウン例会』
は継続して行っていきます。こういった奉仕活動を計
画し・実行する・そこで反省し・また次に生かす、そ
ういった一連の活動がより会員自身を成長させると私
は思います。

10 月には 50 周年記念式典。来年５月にはアクトの

地区大会が釧路にて開催されます。行事が多くなる１
年ですが会員はもちろん、ロータリアンの皆さまのご
協力をいただきながら精一杯活動を行っていきたいと
思います。

最後になりますが、毎年私たち釧路北ローターアクト
クラブにご協力いただいております第７分区のロータ
リークラブの皆さま、誠にありがとうございます。

今年度 1 年も、どうぞ釧路北ローターアクトクラブ
をよろしくお願いいたします。

が早まり、10 月に入るころにはかなりの方が接種を

長倉巨樹彦ガバナー補佐

ても絶対大丈夫とは言えませんので、強制はできませ

１年間皆さまご指導よろしくお願い申し上げます。

済ませていると思われます。ただ、２回の接種が終わっ

以上をもちまして表敬訪問とさせていただきます。





が、ある程度の皆さんが顔を合わせて分区事業をまた

司会

長倉ガバナー補佐、ありがとうございました。ここで
杉村会長より謝辞をお願いいたします。
会長謝辞

杉村

再開できると思っております。本当に楽しみにしてお
ります。今年度も第７分区、結束してしっかりと前に
進んで行きたいと思います。

改めまして、今日本当にありがとうございました。第

荘平会長

今回のビデオのご挨拶が思いがけず順調に行きまし

て、時間に多少余裕ありましてこういう感じになって
おりますが、謝辞をあまり長くするのもいかがなもの
かと思います。

改めまして長倉ガバナー補佐、上川原補佐幹事、本当

７分区、しっかりと結束しながら今年１年やって行き
たいと思っております。第 7 分区の皆さま、各クラ

ブ会長・幹事の皆さま、ご健勝をご祈念いたしまして
本日の謝辞とさせていただきます。

どうも今日はありがとうございました。

にありがとうございました。

今回、ビデオの表敬訪問となってしまいましたが、８
月１日に中学親善野球大会を再開する予定でおりま

す。この時にはちょっと「大人数で」とは行きません

本日のニコニコ献金
■杉村
■浅川

荘平君

一年間頑張ります。宜しくお願い致します。

正紳君

一年間、例会司会に専念致します。宜しくお願い致します。

■滝越

康雄君

本年度始まりました。次年度（2022 年度）も含めて、クラブ無事と活性を祈ります。

■吉田

秀俊君

■市橋夛佳丞君
■邵

■中島

■小野寺

龍珍君
徳政君
俊君

■甲賀

伸彦君

■得地

哉君

■村上
■田内

祐二君
泰章君

一年間宜しくお願い致します。

杉村年度、一年間宜しくお願い致します。
一年間、お世話になります。

一年間、宜しくお願い致します。
一年間、宜しくお願い致します。
一年間、宜しくお願い致します。
一年間、宜しくお願い致します。
一年間、宜しくお願い致します。

今年度、一年間、宜しくお願い致します。
今年度累計

36,000 円





