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ガバナー・メッセージ

2018－19年度
国際ロータリー第2500地区ガバナー 細　川　𠮷　博

（帯広北ロータリークラブ）

ガバナー月信  2月号 Feb

ガバナーメッセージ

　ロータリーでは 2 月は平和と紛争予防、
紛争解決月間とされています。
　ポリオはあと少しのところですがこの地
球上から消滅しない原因、やはり地域間で
の紛争があり、私たちロータリアンが行
なっている活動がその紛争地帯の子供たち
に届かないことが原因と思っています。こ
の世の中にお互いを憎み合い、無用な殺戮
を無くすことができれば人類は凄まじい発
展をするでしょう。平和な日本に暮らして
いる私たちにとってもはるか遠いところの
話ではなく、一人一人が平和に対しての意
識を持つこと、そして世界を変える行動人
として何らかの行動を始めることが大切と
思います。意見をしっかりと述べること、
私たち一人一人は小さい力であっても皆の
意見が集まることによって大きな流れにな
ることを信じて活動する。その媒体として
ロータリーがあるのではないでしょうか。
　最近日本と韓国の関係が少々悪化してい
るようです。特に日本にとって韓国は今ま
で友好国であったにもかかわらず韓国内で
の意識が変わっているようです。
　相手の行為に対して攻めあっているよう
に思えてなりません。
　そういえば日本人も特に若者を中心とし
て何かすぐに「切れてしまう」ことが多い
感じがします。
　お互い自己を持って活動しているので当

然ではありますがこれが人間関係の悪化の
みならず、相手に危害を与えるようなこと
になれば黙認できません。
　最近読んだ本に「アンガーマネージメン
ト実践講座」（安藤駿介　PHP ビジネス新
書）があります。
　怒りを分類してそれぞれの対処法を述べ
ているのですが一概に怒りといっても様々
なタイプがあるようです。手のつけられな
い怒りももちろんありますが怒りを自分で
コントロールするとしたら①自分にとって
の当然こうあるべきだと思っているコアビ
リーフがその原因になっていることが多く
それを今一度考えてみること②どのような
怒りも 6 秒考えてから怒るにふさわしいか
考えること③ヒートアップした時に一旦の
冷静さを取り戻すタイムアウトを適切に取
ること④理想を全て叶えた奇跡の日をイ
メージするミラクルディエクササイズなど
などコントロールする方法は様々あるよう
です。
　怒りは決して悪いことではなく理想の姿
を実現したいとの嘱望から発生すると考え
れば怒りを上手にコントロールしていきた
いものです。
　インフルエンザの流行が見られます。寒
い日がまだまだ続きますがどうかご自愛く
ださい。

ガバナー月信 2月号に寄せて
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ガバナーノミニー公表

国際ロータリー第2500地区

2019-2020年度ガバナーノミニー公表
国際ロータリー第2500地区
　　ガバナー　細川　𠮷博
ガバナー指名委員会
　　　委員長　東堂　　明

　2021-22年度第2500地区ガバナー候補者に於いてRI細則14.020.6.の定めに従い、2500地区

67クラブに公表したところ、対抗候補者の提出はありませんでした。

　従って、RI細則14.020.10.の定めにより、指名委員会が選出した　漆崎　隆君を正式に、

2021-22年度国際ロータリー第2500地区ガバナーとして宣言します。

経　歴　書

漆崎　　隆
うるしざき たかし

2021-22年度ガバナー

生年月日
勤務先及び役職
所属クラブ

1948年9月5日
萬木建設株式会社　　代表取締役会長
釧路ベイロータリークラブ

【ロータリー歴】
1988年　　釧路北ロータリークラブ入会
1993年　　釧路北ロータリークラブ　幹事
1997年　　釧路ベイロータリークラブ　創立会員
1997年　　釧路ベイロータリークラブ　初代会長
2013年　　地区幹事（葭本　正美　ガバナー）
2017年　　第7分区　ガバナー補佐

2018-19年度に選出された2021-22年度ガバナー予定者は、「ガバナーノミニー・デジグネー
ト」という肩書を担い、ガバナーに就任する2年前の7月1日にガバナー・ノミニーの肩書を担
うものとなります。
（詳細　RI細則14.010.参照）
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ガバナー月信  2月号 Feb

諮問委員会
吉田ＧＥ壮行会

諮問委員会
2018年12月8日（土）　16：00～17：00　　会場／釧路センチュリーキャッスルホテル

2018年12月8日（土）　 　　会場／釧路センチュリーキャッスルホテル

   次　第
１．開会のことば　……………………………………………………　地区幹事　柴田　隆視

２．開会挨拶　　　……………………………………………………　ガバナー　細川　𠮷博　

　議　題

１．ガバナー現況報告

　　　◇地区大会御礼

　　　◇ロータリー財団寄付報告（10/31) 　……………………………………………　1

２.　ロータリー研究会　ガバナー会出席報告　 …………………………………………　2

３.　2018-19年度　下期予定　……………………………………………………………　3

４.　ガバナー指名委員会より報告　……………………………………　委員長　 東堂　明

５.　地区事務所の件 

６.　その他 

７.　閉会のことば　…………………………………………………　地区幹事　柴田　隆視  

吉田ガバナーエレクト壮行会
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ガバナー補佐だより

第１分区　中陳　憲一　ガバナー補佐
　2500地区の皆さん明けましておめでとう御座います。
　第１分区の皆様には、台風21号、胆振東部地震による影響によって公式訪
問が変更になり、各クラブの皆さんに大変ご迷惑をかけた事に心よりおわび申
し上げます。又、細川ガバナー様には、この様な状況で最も遠い第１分区に３
回もおいでいただき心より感謝申し上げます。
　公式訪問の計画は、９月３日から７日までの日程でクラブを廻る予定でした。３日の豊富RC、
稚内南RC、滑り出しは順調でした。４日は、波もまあまあおだやかな中で利尻島に渡りました。
利尻RCの会長、幹事さん始め、会員の皆さんがフェリーターミナルまで迎えに来ていただき心温
かいものを感じました。
　利尻RCの公式訪問も終わり、メンバーの計らいで利尻島一周をしていただき、８月に天皇陛下
も立ち寄った場所に案内していただきました。
　利尻島RCの例会途中から風も出てきて台風21号が稚内地方直撃との情報をえて、利尻に泊まら
ないで安全策を取り稚内に帰って来ました。
　５日は案の定おお時化で、ハートランドフェリーは欠航でした。冬の時化の時は、３～４日欠
航があります。時間がありましたので私の会社の工場見学や稚内市内の施設を見て廻りました。
　夜は、細川ガバナーの60才（還暦）の誕生日でしたので、私達の会員のお店で盛大にお祝いを
いたしました。
　細川ガバナー、明田直前会長、前川副幹事お三人酔いが廻り気合いが最高潮になり義兄弟の契
りを結んだ所であります。非常に楽しい夜を過ごしました。
　６日は、胆振地方の大地震でブラックアウトになり例会場は仕えず食事も出来ない状態でし
た。これにより稚内RC、天塩RC、礼文RCの公式訪問は延期となった所です。
　９月15日は稚内RC、16日天塩RCの公式訪問は無事終わりました。
　11月２日２ヵ月遅れで細川ガバナーと礼文島に渡りました。礼文島のターミナルには礼文RCの
皆さんが全員で迎えに来てくれ、メンバーの熱い心が伝わってきました。
　懇親会も島のうにや活アワビで歓待してくれて礼文RCの皆さんには、大変お世話になりまし
た。
　７クラブ廻って感じた事は、各クラブそれぞれ問題はあるのでしょうが、メンバー一丸となっ
て頑張って問題を解決し、その地区の団体として存在感がある事でした。
　第１分区の皆さんの友情がひしひしと感じられました。本当にありがとう御座いました。
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ガバナー補佐だより

ガバナー月信  2月号 Feb

　とてもこの年齢でガバナー補佐を受ける事になるとは、夢にも思っておりま
せんでした。
　今回ガバナー補佐を受ける事で足手まとい又は迷惑にならない様、会長経験
者会員２名に協力をお願い、アドバイスを頂きながらガバナー補佐会議に出席
出来た事に感謝をしています。
　国際ロータリー2018～2019年度第2500地区、細川𠮷博ガバナーより委嘱状を受け、第２分区
ガバナー補佐を受ける事になり、第１回２月10日、補佐会議で初めて細川ガバナー、柴田隆視地
区幹事７名のガバナー補佐と顔を合わせ、名刺交換をしました。細川ガバナーのロータリーに寄
せる思いが挨拶の中で充分に伝わり、その人柄の良さを感じました。
　国際ロータリー2500地区、細川𠮷博ガバナー公式訪問例会、ガバナー随行者、村上道隆地区副
幹事、石割昭浩地区副幹事をお迎えし、７月24日、名寄RCがスタートの公式訪問例会、点鐘、国
歌斉唱、ロータリーソング、奉仕の理想、その後、士別、中頓別、枝幸、美深、下川RC７月26日
終了。
　細川𠮷博ガバナー活動方針
　バリー・ラシンRC会長の年度テーマ、ロータリアンが「インスピレーション」になること、行
動するロータリー・つながるロータリー・ロータリーの未来を考えよう、地域の中でロータリア
ンとしての自覚と誇りを持って行動。地区方針についても説明を受け貴重な示唆をいただき、有
意義にスタートすることが出来、７月26日下川RCで第２分区最終公式訪問が終了することが出来
ました。
　細川𠮷博ガバナーにはクラブに対する要望事項、助言、貴重なご意見をいただき、今後の第２
分区６クラブの奉仕活動の参考にさせて頂きたいと思います。
　ガバナー補佐を経験し、ロータリアンとして地域社会で活躍されている様子を知る事が出来、
公式訪問の意義を実感でき、大きな成果を得たと感じています。
　士別RCにて６月29日、第２分区６クラブ会長、幹事会を開催、ガバナー公式訪問例会に向けた
準備、６クラブ会員、浜下会長のお話しの中にロータリークラブを維持する事は大変。人ごとで
ない。今後の問題点、第２分区会員各クラブ会員の友情、人の身になって考える、ロータリーの
思いやりの心で協力することをお願い申し上げました。
　又、次年度下川RCでIMが６月９日に決定した事を受け、第２分区美深、名寄、士別RCに派遣
協力会員として２～３名の協力をお願い、協力することで話し合いをしております。又、ガバ
ナー事務所の地区幹事柴田隆視氏には色々と御迷惑をお掛け致しましたが、その都度適切なアド
バイス等を頂き、衷心より感謝を申し上げます。
　終わりに第2500地区第２分区会長、幹事、会員、関係各位に心から感謝とお礼を申し上げ報告
といたします。

第２分区　織戸　俊二　ガバナー補佐
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ガバナー補佐だより

　2018-2019年度細川吉博ガバナー年度も半年を過ぎようとしています。
　各クラブ訪問、ガバナー公式訪問も8月30日で終わり、地区大会も終了し
て、後半の3月30日のＩＭに向けて各クラブを訪問していこうと思っていま
す。
　他のクラブの様子など訪問してみて、初めて知る事が多く、私としても大変
勉強させていただきました。
　各クラブの会長、幹事さん達はじめ、多くのロータリアンの皆様には大変お世話になり、感謝
しているところであります。8月20日美瑛ロータリークラブから始まった公式訪問は、8月30日の
富良野ロータリークラブで第３分区12ロータリークラブを無事回ることが出来ました。詳しくは
細川吉博ガバナーの「ガバナー月信」を見ていただければ、ありがたく思う次第です。
　今回のガバナー公式訪問の内容については、各クラブを回っていただきました地区のガバナー
事務所の副幹事さんには、大変お世話になりありがとうございました。
　細川吉博ガバナーそして地区の副幹事さんとの思い出が今でも強く残っています。この関係が
良かったので地区大会が大成功に繋がっていったのではないかと思っています。

　細川吉博ガバナー、地区の副幹事様にはロー
タリーの勉強をさせていただき本当に感謝して
います。もう１人地区の副幹事　家内様には人
間としてのロータリーの考え方を教えていただ
き、今後の進む道を自分なりに考えはじめよう
と思っています。
　第3分区各ロータリークラブは幹事会が月1回
と会長会が2ヶ月に1回開催していて、私もガバ
ナー補佐として毎回出席させていただいており
ます。この集まりにより横のつながりが密にな
り、私にとっては大変助けられました。
　もう一点は、私のところへ第3分区の各クラ
ブの会報が送られてきます。
　各クラブの例会の様子がわかり、勉強になり
すましクラブの例会にも参加しました。ワイン
の会、自衛隊のヘリコプターにも乗る事が出来
ました。今後の各クラブのさらなるご発展をご
祈念申し上げ感謝の言葉といたします。

第３分区　淤見　政儀　ガバナー補佐
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ガバナー補佐だより

ガバナー月信  2月号 Feb

第４分区　山市　喜雅　ガバナー補佐
　第４分区内、７クラブへの訪問は、ガバナー公式訪問前と公式訪問に同行い
たしました。 訪問時は、本当に行き届いたおもてなしに感謝いたします。
  訪問の際、お食事の時にコの字になったテーブルでの食事しながらの話しの
中でたまたま物理的に毎例会出席が叶わない会員のことを思いやる会話は、同
席したロータリアン皆の思いが同じであり、叶わない会員は、皆に心遣いされ
た幸せ者だなぁと感じたのでした。会員数が少ない分だけ、いきとどく気遣いを発見しました。
 また、公式訪問では、永年取り組み継続している奉仕活動に感銘いたしました。身の丈にあった
クラブ活動だからこそ継続できるのだと確信しました。また、クラブ独特の奉仕活動をしている
ことも素晴らかったです。  なかなか出来なかった会長幹事会を年末の忙しい時期に、やらせても
らいました。忙しい中、都合をつけて集まっていただいたロータリアンは、さすがだと思いまし
た。
 この分区は、いままで年度内に一度の会長幹事会の実施のようですが、分区内の素晴らしい活動
や共通の問題などの思いを共有するフランクな話し合いの機会が、数回あってもいいのではない
かと感じる次第です。
　会長幹事会を催すとなるとガバナー補佐の負担がのしかかってきますが、この近い将来、負担
も克服して年に数回実施できるようになってほしいと思いますので、今後の検討課題としていた
だきたいと思います。
　本年、５月11日に開催する都市連合会の準備がまだまだですが、参加ロータリアンが実り多き
時となるよう精一杯努力しているところでございます。

第５分区　本間　公三　ガバナー補佐
　直前ガバナーに敬意を表して、公式訪問の最初に出身クラブを訪れるとの事
で、７月１０日に第５分区の網走市の２ＲＣからスタートしました。初めての
公式訪問クラブは網走西ＲＣでしたが、細川ガバナーも随行の地区副幹事のお
二人も、入学式に臨む小学生の様に緊張した顔に見えましたが、同時に
「さー、いよいよスタートだ」と言う初々しさも感じられました。
　クラブ協議会では各委員会の活動計画に、1つ1つコメントを述べられる細川ガバナーの姿に、
誠実さを感じ取る事が出来ましたし、パワーポイントを使った公式訪問例会では、ご自身の言葉
で地区をどの様な方針で運営してゆくのか、を述べられている姿に「初めての…」と言う感じは
なく、実に堂々としていると感じたものでした。
　８月２８日に５分区最後となる留辺蘂ＲＣで、公式訪問が行われました。公式訪問も４５クラ
ブ目となると、当初感じられた堅さもなくなり、日常の一部となっているかの様に、副幹事の
方々の動きも無駄が無く、細川ガバナーの話し方も、誠実さは以前のままでしたが、自信に満ち
て、一段と説得力が増したなあ、と感心させられました。また、パワーポイントの内容や順序が
大きく変わって、より分かり易くなっていました。
　疲れも溜まっていたと思うのですが、細川ガバナーは留辺蘂ＲＣ会員との二次会にも付き合っ
て頂き、午後９時頃に屈斜路湖畔のホテルへ向かって出発されました。ガバナーは本当に体力勝
負だな、とつくづく思いました。
　５分区内、全クラブの公式訪問に随行しましたが、細川ガバナーの誠実な気持ちと、他人の言
葉ではなく、自分自身の中で何回も考え、検討し、咀嚼された言葉として会員に話されたこと
に、私は強い信頼感を抱くことが出来ましたし、私自身も頑張らなければ、と思った次第です。
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ガバナー補佐だより

第７分区　小野寺英夫　ガバナー補佐
　細川ガバナー年度の活動は２０１８年７月 第一週目、第７分区恒例の各ク
ラブ会長、幹事と共に総勢１7名による分区内各クラブへの表敬訪問から始ま
りました。
　次の第２週目には細川ガバナーをお迎えしての公式訪問が釧路RCから始ま
り８月２日の釧路北RCまで続きました。一息つく間もなく８月１８日（土）
１９日（日）の両日に釧路と厚岸のグランドを会場として『全道中学親善硬式野球大会』を釧路
RCをホストとして第７分区主催により開催されました。全道から参加した８チームの選手のはつ
らつとしたプレーを見せて戴く事ができ大変良い時間を過ごさせていただきました。
　さらに、第７分区では分区事業として本年５月から６月にチャリティー事業の『飲酒運転撲滅
及び交通事故防止キャンペーンパークゴルフ大会』そして第７分区各クラブ会員親睦行事の
『ロータリアンマスターズゴルフ大会』の開催を計画しております。
　又、第７分区には｢第７分区パストガバナー会｣と｢第７分区第８分区合同パストガバナー会｣と
言う２つのパストガバナー会が有ります。会合の席上、又各クラブを訪問する際には沢山の諸先
輩から激励ご指導を戴き大変心強く活動させていただいております。
　現在は３月２日（土）のＩＭ 開催に向けて実行委員会を立ち上げて準備している所でありま
す。１月から２月にかけ分区内各クラブにＩＭへの出席のお願いと説明の訪問をし、終了後には
ＩＭの終了お礼として改めて訪問させていただきます。
　これらを含め年度内４回の各ロータリークラブへの訪問と分区事業を通じて分区内ロータリー
クラブとロータリアンの結束を少しでも高められればと思っております。
　残りの期間もよろしくお願い致します。

第６分区　曽根　　一　ガバナー補佐
・小田会長（帯広南）の「ロータリーが居心地の良い場所、温かい関係」
・益子会長（帯広東）「分かってもらえる活動をする」はRC認知度の向上。
・村瀬会長（音更）歴代会長を講師として年７回のオリエンテーション。
・柴田会長（芽室）57年と言う歴史。「例会の有り方を考える」
・佐藤会長（上士幌）「会員になってよかったと思える会」
・浅岡会長（清水）ドングリの採集、植樹という一連の活動は郷土愛を育む。
・八重樫会長（足寄）ラワンぶきの販売収益金を野球のユニフォーム18着プレゼント。
・臼井会長（帯広北）RCの原点回帰。クラブ創立60周年。
・和田会長（帯広）ポリオ撲滅報道で朝日新聞がビル・ゲイツの名前のみ。広報が大事。
・石山会長（広尾）40回を数える日勝野球大会は地区を超えた事業。
・佐藤会長（帯広西）「常識を疑い新たな発想で輝く」　　　　　　　　（以上７月の訪問順）
　訪問して私が抱いた感想は各クラブ共クラブ運営に対して独自性をもって真剣に行っていると
いう事です。「人は出会いによって遺伝子のスイッチがオンになる」（筑波大学村上名誉教授、
細胞内にある遺伝子の働きを活発にし、自分の持っている潜在能力をさらに発揮する事）それは
心地よい刺激なのです。「多くの人々との出会いが自らの潜在能力を引き出し、自己を成長さ
せ、人の役に立つ人になる」これがロータリーの魅力であり精神ではないでしょうか？



ガバナー補佐だより
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第８分区　栗本　英弥　ガバナー補佐
　細川ガバナーより委嘱を受けて、早くも半年が過ぎました。７月中に分区内
7クラブの表敬訪問をし、各クラブで温かく、個性あるおもてなしをいただ
き、各クラブ会長の新年度に向けての熱い思いを拝聴し、ガバナーとクラブと
のパイプ役として連携を図り、親睦を深め、実りのある活動をしていこうと決
意をしたところです。
　8月6日根室RC・根室西RCから公式訪問が始まり9月13日中標津RCまで広い道東を駆け巡り、
クラブ例会では、細川ガバナーは、自らの職業を通した奉仕の実践を語り掛け、多くの公職、重
責をこなされながらの地域奉仕するエネルギッシュな姿に、会員皆、大きな感銘を受けました。
　8月25日には釧路北クラブ創立60周年式典、更に10月21日私共浜中RC創立50周年記念式典が
開催され、ガバナー参加の下、スポンサークラブである釧路北RCはじめ分区内全員登録をしてい
ただき、会員13名総力を挙げて開催にこぎつけ、何とか浜中らしいおもてなしをもって、友情の
輪を広げたと思っております。
　この後、1月中に第2回会長幹事会、3月16日「持続可能な地域をめざして」のテーマの下IMの
開催を控えております。残りの任期、与えられた任務を全うしてまいる所存ですのでよろしくお
願いいたします。
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ハイライト米山
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ハイライト米山
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米山奨学生

米山奨学生 洪　磊東

　ガバナー、ロータリアンの皆様こんにちは。私は洪磊東（ホン・
レイドン）と申します。2018年4月からロータリー米山記念奨学
会の奨学金支給を受けています。ロータリークラブに親しみ、内
側からロータリーについて理解し始めたのは、今回が初めてです。
以前私は、ロータリークラブ対し、苦しい人々を助けるという印
象を持っていましたが、私自身がクラブ活動に参加することにな
ってからの数カ月間で、ロータリークラブは人々を助けるだけで
なく、健康的に世界平和への貢献や環境にやさしい数多くの事業
を行っていることに気づきました。このクラブとの交流を通じて、
私は自分自身とクラブを誇りに思っています。
　もちろん将来は、米山記念奨学生の一人として、この世界をも
っと友好的にするために努力したいと思います。現在、私は博士
課程の学生として、作物の成長を促進し、その生産を向上させる
ことができる窒素固定細菌の研究をしています。細菌は自然から隔離されているので、現在使用
している化学肥料に代わるだけではなく、環境にも害はありませんし、経済的にはコスト削減に
役立ちます。世界の人々のためにもっと食べ物を作ることが大きな目的の私が行っている研究は、
将来的に大きな意味を持っていると思います。
　2018年4月以来、クラブからの奨学金を受け取るだけでなく、私のカウンセラー和田郁夫様は、
自分自身の経験によって互いを理解するための意見や知識においても大いに助けてくれています。
クラブ会員と私のカウンセラーからのサポートによって、ここ帯広での生活を以前よりも楽しん
でいます。奨学金のおかげでバイトもやめ、今では自分の研究と私の周りの人々とのコミュニケ

ーションに集中することができています。また、勝毎花火
大会やクリスマスパーテイー、そして大晦日など彼の家族
と一緒に過ごすことで、私達はお互いに知り合い、そして
好きになりました。これらすべては私に深い印象を与えた
ことはもちろん、一生の思い出になるでしょう。
　卒業するまでの残り1年をもっと頑張って幸せなりたいと
思います。
　よろしくお願い致します。

帯広畜産大学（博士2年）

＝自身の研究で世界の作物生産向上に貢献を＝
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コーディネーターニュース
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下期予定表
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下期予定表
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文庫通信
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新入会員紹介
ロータリー財団寄付者

第１分区
稚内ロータリークラブ

山　本　　　肇
もとやま はじめ

●水産物
●昭和35年７月２日
●10月１日入会

第３分区
北海道2500ロータリーEクラブ

丸　田　順　一
まる た じゅん いち

●電材卸
●昭和31年９月15日
●１月１日入会

第３分区
北海道2500ロータリーEクラブ

徳　島　義　人
とく しま よし と

●社会福祉サービス
●昭和47年12月11日
●１月１日入会

第５分区
北見ロータリークラブ

鈴　木　聡一郎
すず き そう ろういち

●工業大学
●昭和34年７月７日
●１月16日入会

新入会員紹介 2018年 12月・2019年 1月入会

たか

第５分区
北見ロータリークラブ

髙　橋　宜　嗣
はし よし つぐ

●飲食業
●昭和43年３月８日
●１月16日入会

第５分区
北見ロータリークラブ

石　川　孝　祐
いし かわ たか ひろ

●損害保険
●昭和42年４月18日
●１月16日入会

第５分区
北見東ロータリークラブ

前　崎　和　明
まえ さき かず あき

●内装業
●昭和62年２月28日
●12月21日入会

第５分区
北見西ロータリークラブ

岡　村　秀　明
おか むら ひで あき

●飲食業
●昭和32年12月９日
●１月17日入会

第７分区
釧路西ロータリークラブ

髙　橋　　　誠
たか はし まこと

●交通警備
●昭和46年１月８日
●１月７日入会

第７分区
釧路西ロータリークラブ

舟　木　雅　司
ふな き まさ し

●内装工事
●昭和38年12月４日
●１月７日入会

第７分区
釧路西ロータリークラブ

岡　安　正　人
おか やす まさ と

●木材販売
●昭和38年５月６日
●１月７日入会

第８分区
根室ロータリークラブ

竹　本　勝　哉
たけ もと かつ や

●公務員
●昭和36年７月25日
●１月８日入会

ロータリー財団寄付者

寄付月日
12月10日
12月10日
12月10日
12月10日
12月10日
12月10日
12月10日
12月10日
12月10日
11月29日

名　　　前　（ふりがな）
石　上　敏　己（いしがみ　としみ）
斉　藤　亮　三（さいとう　りょうぞう）
櫻　木　裕　行（さくらぎ　ひろゆき）
冨　樫　　　信（とがし　まこと）
半　澤　佳　寛（はんざわ　よしひろ）
増　山　省　吾（ますやま　せいご）
峰　廻　　　賢（みねまわり　まさる）
川　見　智　章（かわみ　ともあき）
市　村　英　規（いちむら　ひでき）
大　垣　　　宏（おおがき　ひろし）

MPHF+4
MPHF+5
PHF

MPHF+1
PHF
PHF
PHF

米山功労者　４回
米山功労者　１回

PHF

寄付の種類
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
富良野ロータリークラブ
旭川西ロータリークラブ

ロータリークラブ分　区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区
第３分区

第６分区
帯広西ロータリークラブ

高　田　浩　司
たか だ こう じ

●印鑑製造及び印刷業
●昭和35年３月21日
●１月７日入会

や

第６分区
帯広南ロータリークラブ

矢　野　英　則
の ひで

●旅行代理店
●昭和43年12月26日
●１月７日入会

のり



ロータリー財団寄付者
物故会員
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物故会員 謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈りいたします

■第３分区　北海道2500ロータリーEクラブ

花田　善廣
構造設計

はなだ よしひろ

1996年5月　釧路南RC入会
2000年7月　釧路南RC幹事
2006年7月　釧路南RC会長
2011年9月　日本ロータリーEクラブ移籍
2014年3月　北海道2500ロータリーEクラブ移籍
2015年7月　RI2500地区　拡大委員長
2016年7月　RI2500地区　拡大委員長

平成30年12月2日逝去
（68才）

■第３分区　富良野ロータリークラブ

佐藤 　猛
建築工事

さとう たける

2012年１月　入会
2014年　青少年奉仕委員長
2017年　広報・雑誌・会報委員長
2018年　副幹事

平成30年12月11日逝去
（48才）

寄付月日
11月29日
11月29日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月26日
12月20日
12月18日
12月25日
12月26日
12月26日
12月26日
11月29日
11月29日
11月29日

名　　　前　（ふりがな）
東郷　明子（故会員　東郷　正晴）
澤田　祐子（故会員　澤田　泰明）
本　間　公　三（ほんま　こうぞう）
近　田　光　廣（ちかだ　みつひろ）
藤　原　孝　一（ふじわら　こういち）
東　　　義　真（あずま　ぎしん）
後藤田　生　子（ごとうだ　たかこ）
池　田　真　哲（いけだ　まさのり）
佐々木　儀　幸（ささき　よしゆき）
栗　田　政　男（くりた　まさお）
新　谷　光　一（しんや　こういち）
伊　藤　能　成（いとう　よしなり）
金　川　有　一（かながわ　ゆういち）
倉　　　信一郎（くら　しんいちろう）
花　房　浩　一（はなぶさ　こういち）
大　友　　　淳（おおとも　じゅん）
佐　藤　　　隆（さとう　たかし）
長谷川　敬　二（はせがわ　けいじ）
松　下　隆　之（まつした　たかゆき）
山　口　和　男（やまぐち　かずお）
作　地　健　二（さくち　けんじ）
星　　　隆　一（ほし　りゅういち）
橘　内　　　章（きつない　あきら）

PHF
ベネファクター
MPHF（第５回）
MPHF（第３回）
MPHF（第２回）
MPHF（第２回）

MPHF
PHF
PHF
MPHF
MPHF
PHF
PHF
PHF

MPHF+2
MPHF
PHF

米山功労者　２回
米山功労者　１回
米山功労者　４回
MPHF（３回目）
MPHF（１回目）
ベネファクター

寄付の種類
旭川西ロータリークラブ
旭川西ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走ロータリークラブ
網走西ロータリークラブ
網走西ロータリークラブ
網走西ロータリークラブ
網走西ロータリークラブ
網走西ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
釧路北ロータリークラブ
根室ロータリークラブ
根室ロータリークラブ
根室ロータリークラブ
根室ロータリークラブ
根室西ロータリークラブ
根室西ロータリークラブ
根室西ロータリークラブ

ロータリークラブ分　区
第３分区
第３分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第６分区
第７分区
第８分区
第８分区
第８分区
第８分区
第８分区
第８分区
第８分区



　 　   

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

例会出席率
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RI2500地区 2018年12月末報告例会出席率及び会員数推移




