
会員総数 …………………２６名
出免会員 …………………４名
出免出席 …………………４名
基準会員出席 ……………２１名
出席率 ……………… ８０．７６％

煙本日

　「会長・幹事を励ます会と慶祝夜間例会」

１．７月１日午後６時より、第１回定例理事役

員会を司にて開催致しました。

２．本日より１年間、例会をホテル神居岩にて

開催致します。ご不便をおかけするかもしれ

ませんが、ロータリーの友情に免じてお許し

いただければと思います。

・・羽幌、砂川、芦別、赤平ロータリークラブよ

り、退任就任挨拶状を受領しました。

・・羽幌、深川、赤平ロータリークラブより、６

月号の会報を受領しました。

・・羽幌、深川、芦別ロータリークラブより、７

月例会プログラムが届いております。

・・羽幌ロータリークラブから活動計画書を受領

しました。

・・本日活動計画書を配付致しましたが、訂正箇

所がございます。後ほど皆様にはＦＡＸにて

訂正箇所をお知らせ致しますので、修正お願

い致します。

奉仕プロジェクト委員会　 　福士委員長

　留萌の夏のイベント呑涛まつりのあんどん作

製を、本日午後６時３０分より沿岸バスの車庫に

て開催致します。多くの会員のご協力をお願い

致します。また、当日あんどんに参加できない

方、打ち上げに参加できない方などの出欠確認

をＦＡＸにて取らさせていただきます。１１日締

め切りでお願い致します。

前年度広報クラブ会報委員会　 　西原会員

　皆様に先日ＦＡＸにてお知らせ致しましたが、

前年度の例会、奉仕活動等の写真をフェイス

委員会報告告 ・・・・・・・・・・・・

会長報告告 ・・・・・・・・・・・・・・

幹事報告告 ・・・・・・・・・・・・・・

煙次週予定

　「ガバナー公式訪問」
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ブックにアップしております。アドレスを記載

しておりますので、ぜひご覧ください。好きな

写真がありましたらご自由にダウンロードして

くださってもＯＫです。よろしくお願いします。

野球愛好会　 　武田愛好会会長

　本日配付された活動計画書５０頁をご覧下さい。

野球愛好会はコロナの関係で愛好会を休会して

おりましたが、ここへ来てやっと活動ができる

状態になりました。今回、２５１０地区の親睦野球

大会を８月２８日に開催する旨の案内状をいただ

きました。留萌クラブで参加できるか、検討に

入りたいと思いますのでよろしくお願い致しま

す。

「ロータリー年度」　 西谷クラブ運営委員長

　ロータリー年度は何故７月１日から始まるの

かと感じたことはございませんか？これは毎年

開催される国際大会に理由があります。

　ロータリーの最初の会計年度は、第１回大会

が終了した翌日の１９１０年８月１８日から始まりま

した。翌年度も同様に、国際大会の日程に合わ

せて８月２１日開始となっています。さらに翌年

の１９１２年８月、理事会が当時の国際ロータリー

クラブ連合会の会計監査を依頼した際、クラブ

幹事と会計が十分な時間を持って大会に向けた

財務報告を準備し、クラブ代議員の数を決定で

きるよう会計年度の最終日を６月３０日にするの

が良いとの提案を会計士から受けました。執行

委員会はこれに同意し、１９１３年４月の会合で６

月３０日を会計年度最終日と定めました。この決

定に伴い、クラブ会員数の報告と支払いに関す

る期日なども変更され、現在も６月３０日がロー

タリー年度の最終日となっております。

・・皆様、１年間よろしくお願いします。

　 串橋会長

・・２０２２～２０２３年度始まりました。宜しくお願い

致します。　 青山幹事

・・会長エレクトに就任致します。１年間よろし

くお願い致します。　 武田エレクト

・・エアーマット当りました。家族会議の結果、

夫が使うことになりました。再び副会長に就

任致します。１年間よろしくお願い致します。

　 燕副会長

・・直前会長、湯どうふ会会長を務めさせて頂き

ます。　 高橋直前会長

・・本年度、会計に就任致します。１年間よろし

くお願い致します。　 関野会計

・・今年度ＳＡＡ頑張ります。宜しくお願い致し

ます。　 西原ＳＡＡ

・・奉仕プロジェクト委員長を務めます。宜しく

お願い致します。 福士プロジェクト委員長

・・クラブ運営委長に就任致します。１年間よろ

しくお願い致します。 西谷クラブ運営委員長

・・初めまして、よろしくお願い致します。

　 伊藤会員

・・串橋会長、青山幹事、船出おめでとうござい

ます。　 鈴木会員

・・串橋会長の船出をおよろこび致します。１年

間頑張って下さい。　 辻本会員

・・良い事がありました。　 森会員

　今　回　　１３３，０００円

「理事役員就任挨拶」
葛奉仕プロジェクト委員会　福士委員長

　先兵努めます。奉仕プロジェクト委員長の福

士です。

　国際テーマは「イマジン」、２５１０地区ガバナー

の活動テーマ「ロータリーに想いを馳せる～明

日のロータリーに夢を込めて」そして留萌ロー

タリークラブの会長テーマ「ロータリーの未来」

　会長からは、青少年に係る事業をしてくださ

いと言われております。何とかご期待に沿える

よう最後のご奉公をしたいと思っています。

　事業は計画書に書かれた通りです。また、今

年はるもい呑涛まつりが３年ぶりに開催されま

す。配布した通り、留萌ロータリークラブの持

ち時間は約１０分、長いか短いか？オリンピック
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の100メートル競技は９秒。４年間この９秒の

ために戦います。我々は１０分あります。皆様の

ご協力で観客にとって楽しいパフォーマンスを

したいと思っております。約２丁の距離ですが、

役者になったつもりで演じていきたいと思って

おります。

　皆様の温かいご協力を得ながら頑張りたいと

思っております。よろしくお願い致します。

葛クラブ運営委員会　西谷委員長

　クラブ運営委員会は６つの小委員会、８名の

委員会メンバーで活動していきます。

　例会プログラムについては、ロータリー月間

のテーマにマッチしたゲストや会員の卓話を中

心に進めて行きたいと思います。広報活動、会

報については鈴木会員、西原会員を中心に留萌

ＲＣの活動をＨＰを活用して広めていきたいと

思います。資料管理については、全員で担当致

しますが、写真等をきちんとデータに残し周年

事業で使えるようにしていきたいと思っており

ます。研修に関しましては、会員増強委員会と

連携を図り実行していきたいと思います。情報

に関しては、串橋会長の肝入り事項ですので、

夜間例会以外の全ての例会で３分間情報やミニ

情報を提供して参ります。

　１年間、質の高い例会運営を目指して頑張っ

ていきますので、ご協力をお願い致します。

葛直前会長　高橋会員

　直前会長、湯どうふ会会長を務めさせて頂き

ます。今年度の会長はリーダーシップのある方

なので、直前会長の出番はそう無いと安心して

おります。その分、湯どうふ会会長を頑張りた

いと思っております。しかしながら、湯どうふ

会幹事が会長エレクトという立場なので、後半

から忙しくなると思われます。湯どうふ会にご

用命の折には、ぜひとも前半に集中して頂けま

すようお願い申し上げます。

葛副会長　燕会員

　再度副会長を仰せつかり、またこの場に立た

せていただいたこと、感謝申し上げます。

　幾度となくお伝えしておりますが、私のわが

ままで順番を変えてしまい、武田会長エレクト

には足を向けて寝ることができないと思ってお

ります。改めてお礼申し上げます。

　２回目の副会長という立場を理解し、串橋会

長が盲腸か脇腹骨折か何かで倒れたら代役とし

てしっかり務められるよう体調管理し、常日頃

備えて参る所存でございます。

　また、今年度は兼務として増強副委員長、青

少年委員と盛りだくさんとなっておりますので、

併せて各委員長の元、役割を全うしていきたい

と思います。

　皆様方には委員会活動の中で色々とお願い事

をすることがあると思います。どうかその時は

ご協力賜りますようお願い申し上げ、副会長の

就任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致します。

葛会場監督　西原会員

　本年度、会場監督を務めさせて頂きます西原

です。会場監督の細かい仕事内容につきまして

はこの場では申し上げませんが、とにかく会場

設営および例会の進行についてしっかりと務め、

会員皆様が安心して例会に出席できるように常

に頑張っていこうと思っておりますので、ご協

力をお願い致します。ただ、この挨拶をした矢

先に、次週例会よりコロナのワクチン接種が始

まりまして、水曜日の例会に私自身が出席でき

ない事態となっております。谷口会員、桜元会

員と共に協力していただき、この任をこなして

いきたいと思っております。１年間よろしくお

願い致します。

葛会計　関野会員

　入会７年目となりました。

　本年度は三役会計の役職を仰せつかり、これ

まで歴任した役職同様、いやそれ以上手汗、脂

汗がでるくらい身が引き締まる思いです。

　委員会構成と致しましてわたくし、慣例であ

ります通り、前年度留萌信用金庫小原会員から

伊藤会員の２名で串橋・青山年度を会計の面で

サポートして参ります。

　活動方針としましては、透明性を確保とした

厳正且つ健全な会計処理を実行し、クラブ会員

に対して公正な情報提供を行います。

　何分仕事上お金を使うのは得意のですが、管
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理となると一抹の不安があります。そのあたり

は、伊藤副委員長と仲良く相談をしながら、ま

たこれまで会計の職を歴任されました先輩会員

の皆さんと相談をさせて頂きながら職務を遂行

して参ります。

　また、ゴルフ愛好会の幹事の職を仰せつかり

ました。こちらの方も随時、愛好会の皆様へ素

敵な企画を提供できればと思います。宜しくお

願いします。

　先日、日刊留萌新聞社様の記事にて、串橋会

長・青山幹事とともに久々の顔写真を掲載され

ました。若すぎる、詐欺師だ…などなど、様々

なご意見を頂戴しましたが、今年度は掲載され

た写真のように誠実にはつらつと職務を遂行し

て参りたいと思います。

　最後に、８月で４５歳となります。わたくし的

にも年齢的にも肉体的にも人生折り返しとなり

ます。今年のわたくし自身の目標を３点ほど、

皆様の前でお誓い申し上げ、会計のご挨拶にか

えさせて頂きます。

　１．会計の入出金、出納長の管理徹底

　２．３パットはしない

　３．飲んだあとに忘れ物はしない（特に携帯）

　これまでクラブでの気づきと学びを大切にし

ながら、精一杯務めて参ります。１年間宜しく

お願いします。

葛幹事　青山会員

　留萌クラブに２０１４年に入会し、今年で８年目

になります。この度、幹事という大役を引き受

ける事になりました。

　本日、私の挨拶の後に串橋会長の挨拶があり、

時間が押しておりますので、多くを語りません。

１年間頑張って行動で示したいと思っておりま

すので、万が一ミスがあっても皆様の大きな気

持ちで笑って協力して頂ければと思っておりま

す。１年間よろしくお願いします。

葛第62代 会長　串橋会員

　本年度、留萌ロータリークラブ第６２代会長を

務めさせて頂くことになりました。歴史と伝統

ある留萌ロータリークラブ会長という重責を務

めることになり、その責任の重さを痛感し、身

の引き締まる思いであります。

　さて、本年度は３年ぶりに開催されました太

子祭りを皮切りに、留萌祭り、呑涛まつりが開

催されることとなり、地域にとっても明るい兆

しが見え始めて参りました。２０２０年以降、世界

的な新型コロナウイルスの感染拡大によって、

私達の生活は大きく変化致しました。従来の常

識はコロナ禍では通用せず、生活はもちろんの

こと、ロータリー活動、ビジネスの場でも安全

性を確保しながら日常を送っていくことが必須

となり、今後「ニューノーマル」と呼ばれる社

会の到来がどのように私達の価値観や生活を変

えていくのか、想像をはるかに超えるものにな

るのか図り知れません。

　そのような中、人生100年時代と言われる今、

先達が築き上げた留萌ロータリークラブが時代

に沿った存在であり、現会員と将来の会員、そ

して地域社会の為に前向きな環境造りが大変重

要だと考えます。

　そこで、本年度の会長テーマを「ロータリー

の未来～Ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ Ｒｏｔａｒｙ～」とさせ

て頂きました。

　「ロータリーは全ての人と尊厳と尊重をもっ

て接し、あらゆる人の声に耳が傾けられるよう

にし、親睦、奉仕、リーダーシップの公平な機

会を設けることに力を注いでいる。」と提唱さ

れていますように、委員会活動、愛好会活動を

通じて会員同士がさらに親睦を深め、自分自身

がロータリーライフを楽しみ、人と人とを繋ぐ

役割、未来への人づくりがこれからの奉仕活動

の一環だと捉えます。

　近年、留萌クラブでは夢を追いかける子供達

を応援し続け、元日本ハムファイターズヘッド

コーチ 白井一幸氏を講師に迎え、スポーツク

リニック及び指導者育成セミナー、講演会の開

催。また、東京パラリンピック２０２０年卓球の日

本代表 岩淵幸洋選手を迎え、卓球クリニック

を開催し、夢を追いかける子供達を応援する青

少年奉仕活動を展開して参りました。

　そして我が街留萌では、卓球の総合メーカー

ビクタスと卓球を通じた地域振興に向け包括連

携協定を締結しており、令和３年４月１日より

指導者人材を招聘し、子供達の夢実現をサポー

トする取り組みをスタートさせました。

　本年度は、青少年に物事に対してのきっかけ
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ためのサポートを惜しみなく展開したいと思い

ます。

　ロータリーのビジョン声明にある、「私達は

世界で、地域社会でそして自分自身の中で、持

続可能な良い変化を生むために人々が手を取り

合って行動する世界を目指します。」を心に、誰

かのお役に立てるために、多様性、公平さ、イ

ンクルージョン（包摂）をもって未来へ、人へ、

地域へ、様々なロータリー活動で地域を支える

原動力となり、今まで以上に魅力ある活発なク

ラブへ発展する事を願ってやみません。

　最後に、本年度は未来への前進と位置づけ、

未来を描き、夢を支え、会員の皆様にとっての

心地よさを一番に、地域とクラブをつなぐ魅力

ある活発なクラブ運営を目指し、ワクワクドキ

ドキ楽しく活動できれば嬉しい限りです。皆様

のご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上

げます。

１．本日臨時理事会を開催し、山車の挿絵のリ

ニューアル並びに予算の承認を致しました。

２．ガバナー事務局より今年度の地区大会の案

内を頂きました。たくさんの会員で参加をし

たかったのですが、ハイブリッド開催となり、

人員制限があるため思いが叶わず残念です。

多くの会員の皆様にウェブ参加をお願い致し

ます。後ほど幹事より幹事よりご案内させて

頂きます。

・・本日の幹事報告は、次週の例会にて発表させ

て頂きます。

奉仕プロジェクト委員会

あんどん担当委員会　桜元会員

　７月１４日午後６時３０分より沿岸バス倉庫にて

あんどん改築作業を行います。内容は図柄取り

外しと提灯等の点検などです。皆様のご協力を

よろしくお願い致します。

・・西谷会員、銀婚式おめでとうございます。ま

た、本日は会長幹事を励ます会を開催して頂

きありがとうございました。　 串橋会長

・・ゴルフ大会３位頂きました。　 青山幹事

・・親睦活動委員長に就任致しました。皆様、今

日はよろしくお願い致します。

　 大嶋親睦活動委員長

委員会報告告 ・・・・・・・・・・・・会長報告告 ・・・・・・・・・・・・・・

幹事報告告 ・・・・・・・・・・・・・・

嘘 嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘

会員総数 …………………２６名
出免会員 …………………４名
出免出席 …………………４名
基準会員出席 ……………２６名
出席率 ………………… 100％

煙本日

　「ガバナー公式訪問」

煙次週予定

　「役員・理事就任挨拶／あんどん準備例会」

Ｎｏ．2924　 第３回　７月20日
【第２回・第３回 合併号】

配偶者誕生日

　関　野　奈緒子

　西　谷　明　美

結婚記念日

　武　田　佳　彦

ニコニコＢＯＸ ・・・・・・・・



・・串橋会長、青山幹事、大いに暴れて下さい。

西谷会員、おめでとうございます。

　 武田エレクト

・・応援しています。　 西原会員

・・本日は、皆様で会長・幹事を大いに励ましま

しょう。　 高橋湯どうふ会会長

・・串橋会長、青山幹事、楽しみにしています。

西谷会員、おめでとうございます。 燕副会長

・・銀婚式を祝っていただき、ありがとうござい

ました。　 西谷会員

・・お久しぶりです。　 櫛井会員

・・７月７日七夕の日、生れて初めて大変大変良

い事がありました。　 関野会員

・・優勝しました。　 大嶋会員

・・準優勝しました。　 山本会員

・・ゴルフ２位、実力通りでした。　 對馬会員

・・３位に入りました。　 辻本会員

・・第７位記念。　 宮尾会員

・・ゴルフうまくなりました。　 櫛井会員

・・ドラコン賞いただきました。　 鈴木会員

・・ブービー賞いただきました。　 燕会員

・・ブービーメーカー賞いただきました。

 渡部会員

　前　回　　１３３，０００円

　今　回　　 ７０，０００円

　累　計　　２０３，０００円

第２回　７月13日（水）　天候 / 雨
鰯 鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

会長・幹事を励ます会 / 慶祝銀婚式


