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ロータリー親睦活動月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 クリスマス家族会 ( 担当：親睦活動委員会） 

疾病予防と治療月間
年次総会 ( 担当：理事会） 

■ロータリーソング：君が代・奉仕の理想　　　■ソングリーダー：竹村　康治君
■会員数　  104 名
■ビジター   なし
■ゲスト　   釧路市社会福祉協議会　常務理事　太田　融様・　〃　　総務課課長補佐　藤倉　裕康様

 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
　こんにちは。お食
事中の方はどうぞ続
けてお召し上がりく
ださい。先週は不在
にしていまして、欠
席して申し訳ござい
ませんでした。

ロータリーの行事は 12月になると外の行事はすいて
きています。報告事項としては11月20日の日曜日に、
分区主催の会長・幹事会がありました。11時半集合
ということで中島幹事と 2人で行ってきました。白
糠の「やまかん」というお店で、美馬ガバナー補佐の
企画の行事でした。何故、日曜日の昼にやるのかなと
思いましたら、海岸線・シーサイドラインを見せよう
としたものです。もちろん夜なら見えない、素晴らし
い光景でした。白糠にこういう所があるという、まだ
売りに出ていない波打ち際の光景で、良い体験、良い
食事会をさせていただきました。白糠のそういう会場
でローカル色が豊かでした。料理は一級品の海鮮料理
ばかりで、ご馳走になってまいりました。
その会長・幹事会で、各クラブさんの集まりですが、
ベイクラブさんと白糠クラブの合同例会を例年やって
いるようで、釧路クラブでは見えないクラブ間の交流
というのは参考になりました。
「クラブ間」と言いますと、吉田ガバナー年度のクラ

ブ公式訪問、もしくは会長・幹事会、今年の春に行っ
た Zoom例会で、よそのロータリアンと交わってきま
した。私もそうですが、ホテルの会場・例会場では皆
さんの背広姿でしかお目にかかれませんが、Zoomで
はカメラで皆さんのお仕事の現場まで入るものですか
ら、非常に実感できてローカル色豊かで、このローカ
ルと私は肌に合うものですから Zoom会議も非常に楽
しいものでした。
　来年５月にＩＭがあります。今年の始まる時に、美
馬ガバナー補佐や白糠の方には「頭を悩ませる。ロー
カルだし、不便だ」という主張があったのですが「そ
れが売り物じゃないの」ということで、５月のＩＭは
列車で行きます。そして不便ではあるけれどローカル
色豊かな、手作り感のあるノスタルジックな催し物に
なると思います。海産物も豊富ですし、楽しみにして
もいいＩＭになると思います。５月の話ですが、皆さ
んの参加をよろしくお願いいたします。
直近では、８日に年末家族会があります。こんな時期
ですが、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
以上で会長挨拶を終わります。

幹事報告　中島　徳政幹事
　幹事報告をさせていただきます。
各クラブの例会予定につきましてはテーブルにある例
会案内をご覧ください。
ロータリーレートは、まだ１日で発表になっておりま

会長の時間



 

■ 本日のプログラム ■
年　次　総　会

せん。この後の年次総会で細かいご提案をさせていた
だきたいと思っております。幹事報告は以上とさせて
いただきます。

釧路市社会福祉協議会　常務理事　太田　　融様
釧路市社会福祉協議会　課長補佐　藤倉　裕康様
　本来であれば私
どもの共同募金委
員会の卯月ひとみ
会長が今日ここに
参る予定でござい
ましたが、足を怪
我してしまいまし
て、もう少し時間がかかるということで来ることがで
きません。大変恐縮ですが代わりまして一言ご挨拶申
し上げます。
まずもって滝越会長様はじめ釧路ロータリークラブの
皆さまには、日頃より釧路の福祉の街づくりに多大な
るご協力をいただいており、また、ただいまは皆さま
の貴重な浄財を共同募金の方に寄付いただきました。
心からお礼申し上げます。
釧路ロータリークラブ様からは今回で 14年連続、大
変長きにわたり継続して共同募金に寄付をいただいて
おります。このことにも重ねて感謝を申し上げます。
この共同募金のお金は、障害のある方々の活動の支援、
それから市内に大変増えた福祉施設の運営に必要なも
のの購入、さらに多くの市民の方が行うボランティア
活動の支援、そして駅前の『くらしごと』を通じた生

活困窮者への支援、
さらには地域食堂、
子どもの学習支援な
ど多岐にわたる福祉
活動に貴重な財源と
して使わせていただ
いております。

まさに皆さまの活動・浄財によってこの釧路の福祉の
街づくりが支えられている状況でございます。
どうか今後とも皆さまのご協力を賜りますよう心から
お願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。

議長　滝越　康雄会長
　不慣れですが、議長を務めさせていただきますので
よろしくお願いします。座ったままでさせていただき
ますのでよろしくお願いします。また円滑な議事進行
へのご協力をぜひお願いします。
それでは、釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に

基づき、年次総会を始めます。
はじめに、定足数の確認と本日の出席状況について報
告をお願いいたします。

清水　輝彦副会長
　定足数については、釧路ロータリークラブ細則第１
条の５に基づき、当クラブ会員総数の３分の１となり
ます。12月１日現在の釧路ロータリークラブの会員
総数は 104 名。ということで定足数は 35名となり
ます。本日の出席者は 52名ですので、本総会は有効
に成立していることをご報告いたします。

滝越　康雄議長
　報告、ありがとうございました。本日の年次総会が
成立するという報告でございましたので順次進めてま
いります。
次に議案の確認をいたします。本日の議案は４点でご
ざいます。
第１号議案、「2023-2024 年度釧路ロータリークラブ
理事・役員の選挙」について、
第 2号議案、「クラブ定款の変更」について、
第３号議案、「前年度の財務報告及び現年度の収入と
支出を含む中間報告」、
第４号議案は「その他」になります。その他の議案を
お持ちの方はおりませんでしょうか。なければ第４号
議案の「その他」は削除いたします。
それでは第１号議案、2023-2024 年度釧路ロータリー
クラブ理事・役員について進めさせていただきます。
釧路ロータリークラブ細則第 3条第 1節に基づき、
10月 27日に次年度役員及び理事の選挙を告示し、
立候補を募りましたが、11月 17日の立候補者の締
め切りまで申し出がなかったことを受け、指名委員会
を設置させていただきました。指名委員会を 11月
18日に開催し、推挙させていただく候補者を決定い
たしました。
　はじめに、次々年度会長、2024-2025 年度会長の
候補者を私から発表いたします。
指名委員会において満場一致で決定いたしました清水
輝彦君を次々年度会長 2024-2025 年度会長に推挙い
たします。
清水輝彦君は職業分類・精神科医として医療法人清水
桜が丘病院の院長であります。音楽協会の会長として、
また医師会の理事でもあられ、釧路ロータリークラブ
には平成 22年 10月 28 日に入会で在籍 12年目に入
られ、小委員長４度、本年度の副会長を務め、理事も
３度就任されクラブの要職を務められ、クラブへの貢
献は皆さまのご存じであるところです。人格・経歴と
も素晴らしい人材と判断し、推挙させていただくこと
を決定いたしました。
それでは、皆さんの賛同の拍手をいただきたいと思い



 

ます。よろしくお願いします。
（拍手）
全会一致でのご承認とさせていただきます。それでは、
会長ノミニーになりました清水輝彦君よりご挨拶をお
願いします。

2023-2024 年度　会長ノミニー　清水　輝彦君
　ただいま、ご指名
をいただきまして、
皆さまからご承認い
ただきましたノミ
ニーの清水です。僕
は、副会長やってい
ての会長ノミニーと

いうことがあるのかなと気になって調べてみました。
実は、木下年度の脇さんがそうだったのです。それ以
外、あまりないことで、ちょっと戸惑いながらもロー
タリーとしては「声をかけられたものは断らない」と
いう大きな約束事があると僕はずっと思っていて、謹
んでお受けさせていただきました。
ロータリー、考えてみると僕はまだは 10年ちょっと
なのですが、実はうちの父が皆さんご存知のようにず
いぶん長くやっていまして、小さいころからクリスマ
ス会など主にレクリエーションに参加させていただい
た思い出がおぼろげながら残っております。バスに
乗ってみんなで芋ほりに行った時の写真もあって、楽
しい思いをさせていただきました。
その後はご縁もなかったので入る機会がなく、ただ何
人かの方が足繁くお誘いいただいて、僕も言い訳をし
て断っていたのですが、だんだん言い訳もなくなって
年貢の納め時というか僕も地元の方ともっともっとつ
ながりたいと思いまして、入れていただいたのが 12、
3年前だったかと思います。
そのとき医師会の久島先生と日向先生のお二人からの
お声がけで、先輩の先生からのお声がけには断れない
と思っていました。日向先生は、すい臓がんで１年経
たないうちに亡くなられて、僕はロータリーでほとん
どご一緒することできませんでした。日向先生から「美
味しいワインでも飲みながら」とお誘い受けて、日向
先生ならきっとブルゴーニのワインかな、何が飲める
のかなと楽しみにしていたのですが、それも叶わずで
した。けれどその代わり、たくさんの皆さま方と知り
合えて、僕の世界もだいぶ広がりました。
仕事柄、あちこちに飛んで回ってという訳にはいかな
いのですが、皆さまには助けていただいて、これから
会長として頑張っていきたいと思っています。具体的
に何をどうしようかは何もなくて、それからメンバー
などいろいろ決めないといけないのですが、どうぞそ
の際には断らずにお力を貸して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。

2023-2024 年度理事者発表　
　　　　　　　後藤　公貴会長エレクト
　それでは 2023-2024 年度釧路ロータリークラブ理
事候補者の上程をさせていただきます。お名前をお呼
びいたしますので、お名前を呼ばれた方はその場でご
起立をお願いします。それでは呼び上げます。
理事・樋口貴弘君、理事・佐藤貴之君、理事・天方智
順君、理事・木下正明君、理事・滝越康雄君、理事・
清水輝彦君、理事・得地哉君、理事・横田英喜君、理
事・岩田信一君、理事・池田一己君、そして会長を務
めます私、後藤公貴でございます。
以上、11名の理事候補者として推挙させていただき
ます。慎重審議、よろしくお願いします。

滝越　康雄議長
　皆さんの賛同を拍手をもってお願いしたいと思いま
す。
（拍手）
ありがとうございます。
全会一致での承認とさせていただきます。それでは、
後藤会長エレクトよりご挨拶お願いします。

ご挨拶　後藤　公貴会長エレクト
　ありがとうござい
ます。皆さん、ご着
席ください。満場の
拍手でのご承認、誠
にありがとうござい
ました。ご覧の通り、
フレッシュな顔ぶれ

を推挙させていただきました。私が若いからではなく
て、未来・中長期的な釧路ロータリークラブを考えて
私なりに出したメンバーでございます。
これで 2023-2024 年度の骨組みは決まりました。こ
れからは皆さま方のご協力、そしてご指導で立派な肉
を付けていただいて、立派な体を作ってまいりたいと
思います。まだまだ未熟で若輩でございますので、ぜ
ひご協力ご支援をよろしくお願い申し上げます。
先週末に次年度のための地区の財団セミナーが旭川で
開催をされました。次年度の地区補助金の仕様と覚書
を取るため私も参加させていただきました。いろいろ
説明を聞くうちに、いよいよ始まるんだなと気持ちを
新たに、また新しい緊張感をもって、ロータリーの思
いを深くしたところでございます。
次年度へ向けて、ＲＩの方はまだ分からないのですが、
地区の方針とかご連絡をいただいているところです。
例年よりも少し早めのスタートで、皆さまにご判断を
いただく場面もあるかと思いますのでご協力をお願い



 

します。そのご案内については随時、皆さまにご報告
させていただきますのでご協力をよろしくお願いしま
す。
それでは来年７月１日から本日ご承認をいただきまし
た理事 11名でしっかりと頑張ってまいります。皆さ
まのご支援を、よろしくお願い申し上げましてご挨拶
と代えさせていただきます。
誠にありがとうございました。

滝越　康雄議長
　ありがとうございます。
第２号議案、「クラブ定款の変更」について審議いた
します。中島幹事より提案をお願いします。

提案　中島　徳政幹事
　それでは、説明さ
せていただきます。
本年度、2022 年度
にＲＩ規定審議会が
開催されまして、Ｒ
Ｉのクラブ定款が変
更になっています。

釧路ロータリークラブの定款もそれに伴って変更が必
要になっております。その変更部分をご説明させてい
ただきます。
　まず、奉仕の第３部門、社会奉仕のところに「地域
社会における積極的な平和を目指すことにより」の文
言が加筆されております。その少し下に、平和を推進
するためにという部分に「積極的」という言葉、また
２～３行下の世界平和のところにも「積極的」という
言葉が加筆されています。
続きまして、理事会の会合についてです。今までは「理
事会全ての会合は 60日以内に書面による議事録は全
会員に入手できるようにすべきである」とありました
が、「30日以内」に変更になっております。ちなみに
前回の議事録はホワイトボードに貼っておりますので
ご覧いただきたいと思います。
次が大きなところで、出席規程の免除についての項目
です。Ｂの部分、今までは、ひとつまたは複数のロー
タリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が
85年以上であり、少なくとも 20年のロータリアン
歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望の方は
書面をもってクラブ幹事に通告し、理事会に承認され
た場合となっておりましたが、ここの理事会承認が必
要なくなりましたので、クラブ幹事に通告し、要件を
満たしていればそのまま出席免除者の対応とさせてい
ただきます。ちなみに出席規定の免除された会員は、
クラブ例会を欠席した場合はその欠席は出席記録に含
まれないものとなります。また、出席規定の適用を免
除された会員がクラブの例会に出席した場合は、その

会員の出席は本クラブの出席率に換算されることに
なっていますので、ぜひ例会にご出席をお願いしたい
と思います。
次に、最後のところです。会員の身分の存続という第
13条です。Ａの項目、会員が会員資格に欠ける時、会
員身分は自動的に終結するものとするという部分だけ
が残り、他の部分はすべて削除となっております。そ
れに伴いまして（Ｂ）・（Ｃ）がそれぞれ（Ａ）・（Ｂ）
に変更になります。
以上がクラブの定款の変更です。この定款に伴って釧
路クラブのクラブ細則も変更になりますが、クラブ細
則の方はこれに関する変更部分がございませんでした
ので釧路ロータリークラブのクラブ定款の変更のみで
ご提案させていただきます。ご審議をよろしくお願い
します。

滝越　康雄議長
　ただいま、説明のありましたクラブ定款の変更につ
いてご質問、ならびにご意見のある方はおられません
でしょうか。
なければ皆さんの拍手をもってご承認いただければと
思います。よろしくお願いいたします。
（拍手）
　ありがとうございます。全会一致で第２号議案につ
いても承認とさせていただきます。
続きまして第３号議案、前年度の財務報告及び現年度
の収入と支出を含む中間報告についてになります。
前年度の財務報告を市橋多佳丞君よりお願いいたしま
す。

前年度財務報告　
　　2021-2022 年度幹事　市橋多佳丞君
　2021-2022 年度
のクラブ財政報告を
させていただきま
す。本日、皆さまの
パーソナルボックス
にクラブ活動実施報
告書を配布しており
ますのでご覧になっていただければと思います。
資料の 24ページ、前年度の財務報告です。当初の収
入合計が 2,473 万 4,576 円と見積もっておりました
が、皆さま方の増強のご協力で大幅な増額となってお
ります。最終的に 103 名の会費収入となっておりま
す。
　また、その他の新年交礼会や市内の各クラブのイン
ターアクトの補助金等々の収入が当初、見込んでおり
ませんでしたので、これを含めて最終的な収入合計は
2,696 万 2,824 円となっております。
支出の部です。基本的にＲＩと地区の方に関しては見



 

積もった金額通りになっています。地区大会ならびに
ＩＭなどが不開催になっていまして、地区大会は開催
をしておりますけれど登録料が減額になっていますの
で多少の支出減となっております。
また、クラブの方です。当初は例会数を 48回開催の
予定をしておりましたが、新型コロナウイルスの感染
症等々の要因で 6回休会となってしまいました。夜
間例会も 12回を予定しておりましたが６回を昼例会
に振り替えています。情報集会を１回削減など、でき
なかった事業もあり多くの支出減となっております。
特記事項として、85周年記念事業として釧路市へサー
マルカメラなどを寄贈しております。その財源は 24
ページの積立金の４つ目・特別対策基金の積立金から
の 200 万円を釧路市への寄贈に当てております。そ
の記載は 25ページに載っておりますのでご確認をお
願いいたします。
にこにこ献金ですが、クラブアッセンブリーの時に皆
さまにお伝えしました翌々年度への繰越は、積立金の
５行目ににこにこ献金積立金として皆さまから頂戴し
た 66万 4,000 円を 2023－2024 年度に引継ぐ旨の
記載をしております。
昨年度、舟木会長年度の 52万 8,000 円は、本年度滝
越会長年度の 52万 8,000 円と記載させていただいて
おりますのでご確認をお願いします。
合計して当期収支差額は、350 万円程度が残った状
況になっております。そのお金の処理としては、嵯峨
記念育英会に追加で 100 万円を振替させていただき
ました。その他、90周年・100 周年の周年事業積立
金への追加として 150 万円を積み立てとしました。
最終的に 100 万円程の余剰金となり、前期繰越収支
差額は 889 万 2,804 円となっております。この次期
繰越金は収入ベース・今年度で考えますと 2,700 万
円位ありますので、そのうちの 900 万円で約３分の
１の余剰金となっておりますので、年度当初の資金が
不足するタイミングにおいても十分にクラブの運営が
できる状況にあります。
以上で、前年度の財政報告とさせていただきます。　

滝越　康雄議長
　ただいま前年度市橋幹事より報告ありました前年度
の財務報告に関して、ご承認いただきたいと思います
ので拍手をもってお願いいたします。
（拍手）

続きまして、３号議案の第２です。今年度の中間報告
を中島幹事にお願いいたします。

今年度中間報告　中島　徳政幹事
　中間報告をさせていただきます。中間報告と申しま
しても、７月から始まって４カ月間で、３分の１とい

う形になります。収入は概ね皆さまから会費の納入を
いただきまして、お支払いいただいていない方には個
別の対応させていただきます。
　実務的には執行率が 34.3% で、現状 10月末までの
部分で出しております。クラブアッセンブリーの折に
会費としてご承認いただいたのですが、その時のロー
タリーレートは 127 円でした。
　その 127 円でいただいて、上期の請求７月１日の
時にはロータリーレート 136 円に上がり、下期の今
月が 148 円で 12月分はまだ出ておりません。この
分でいきますと杉村年度の時の会費からクラブアッセ
ンブリーで 2,137 円の会費の増額をお願いして通し
ていただきました。
それで上期 136 円、下期 146 円になりますと、さら
にそこからロータリーレートの関係で 2,573 円の皆
さまの負担を強いる形になって、昨年度から見ますと
5,000 円近い会費の増額になってしまいます。
そこで下期の会費は異例ではありますが、下期の請求
金額から 3,000 円を減額させていただきたいと思い
ます。これはモニターにもありますけれど、他クラブ
の周年登録料で、上期・下期を 3,000 円という形で
お願いしていました。コロナの関係から各周年事業が
中止・縮小で、一番大きく見ていた札幌ロータリーク
ラブの 90周年だったので、呼ばれれば何人か行かな
くてはいけないので多めに設定しておりましたが、そ
れも滝越会長のコメントのみとなりました。そんなこ
とを鑑みて、ここを 3,000 円減額で下期の会費を請
求させていただきたいと思っております。
これに対する支出の方は、クラブ関連予算の中で均等
に少しずつ減らして調整をしたいと思います。ほぼ
100 人分ということで 30万円程の支出を絞らなくて
はいけません。これに関しては申し訳ございませんが
三役に一任をさせていただいて、今回の審議で下期の
会費 3,000 円の減額で皆さんのご承認を得られれば
と思います。ご審議をよろしくお願いいたます。

滝越　康雄議長
　ただいま、中島幹事の報告の中で下期の会費につい
て提案がございました。その件について皆さまの判断
を求めたいと思います。皆さん、いかがでしょうか。
ご意見がないようですので、下期の会費について今ご
説明あったように対応させていただきたいと思いま
す。皆さまの拍手をもってご承認いただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。
（拍手）
　それでは、第３号議案・前年度の財務報告および現
年度の収入と支出を含む中間報告について審議いただ
きまして、ありがとうございます。
全件、皆さまの拍手をもって最終確認とさせていただ
きます。よろしくお願いいたします。



 

（拍手）

　本日の全議案は終了となります。
皆さまのご協力により円滑に進行することができまし
た。大変ありがとうございます。
以上で議長の任意を解かせていただきます。どうもり
がとうございました。

本日のニコニコ献金

■大道　光肇君 　遅ればせながら、入会三十周年のお祝いです。

今年度累計　　123,000 円　　


