
 
                                      2014 年 1 月号 
平成 26 年度年間テーマ 『中小企業の振興』 
 
■ 平成 26 年 1 月 総会報告 【執行部担当例会】  
題  目  第 52 期定期総会 
開催日時  平成 26 年 1 月 18 日（土曜日） 午後 6 時 30 分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル  2 階 
出 席 者  第一部会 10 名 第二部会 9 名 第三部会 8 名 第四部会 8 名 
      合計出席者数 35 名（全 42 名）  出席率 74.47 ％ 

 
■ 定期総会報告■ 
 信条朗読    ： 第 51 期  菊池吉郎 会長                  
 会長挨拶    ： 菊池会長が 1 年間の会員各位の協力に対し謝辞を述べられました。 
   

皆さん、あけましておめでとうございます。1 月も半ば過ぎまして朝日も早く昇ったり、 
 夕日も沈むのが遅くなり、また日中も長くなって寒い日が続いております。 
  今年は午年でございます。馬というのは昔は人間の生活を支え、相棒となったり農作業では 
 力となって田畑を耕したり荷物の運搬をし、時には食料としても寄与していました。 
  さて 51 期の年間テーマ『自分達で築こう新しい釧路』を目標にして、ここにいるメンバーで 
 1 年間活動してまいりました。執行部はじめ皆さんのご協力いただきまして無事に過ごしたことを 
 厚く御礼申し上げます。 
 
 
 永年在籍表彰  ：1984 年入会 本間英俊 会員   在籍 30 年 
         永年在籍を称え、表彰状と記念品が贈られました。 
 
 第 51 期皆勤賞 ：中島康秀会員、関川孝輔会員、安代久仁会員、杉山宏司会員、谷口耕二会員 
         前田俊明会員、久保隆雄会員、木元章義会員 
         皆勤賞が授与されました。 
 
 事務局連絡  ：岩田俊明会員・畑 稔会員が退会になりましたのでご報告いたします。 
 
 議長選出   ：第 51 期執行部に一任され草島会員が議長に選出されました。 
         議長により総会成立要件の確認 
         会員数 42 名中 総会開始時議席数  35 名  委任状 7 名 
         会則 15 条により成立を確認 
 
 第 51 期議事  ： 第一号議案 第 51 期事業報告  報告通り承認 
          第二号議案 第 51 期決算報告  報告通り承認 
               第三号議案 第 51 期監査報告   

本間監査より、畑 稔、本間英俊両監査による事業年度に関わる 
収支決算監査の結果、適正と認めた旨報告いただきました。 

 
第 52 期議事 ： 
第一号議案   第 52 期役員改選 

福田紀幸選考委員長により第 52 期会長に菊池吉郎会員 
第 52 期監査に野口 仁会員、清水雅則会員が選考された旨報告を受け満場一致で 



承認されました。 
第 52 期会長 菊池吉郎   第 52 期監査 野口 仁、清水雅則 

 
第二号議案   第 52 期役員新任挨拶 

菊池会長より今年度の役員紹介がありました。 
       

あすなろクラブ 52 期会長に就任しました菊池吉郎です。1 年間よろしくお願い致します。 
       52 期は年間テーマを『中小企業の振興』とさせていただきました。 
      安倍政権も 1 年が過ぎまして、その時から 5％の消費税を 8％にするということで、 

いよいよ 4 月から消費税増税も始まり、私たちの生活にも影響があると思います。 
      さて今期のテーマは中小企業の振興でございますが、このタイトルに拘ることなく 
      各部会、思い通りの発想で部会例会を進行していただきたいと思います。 
      また会長経験者を再度執行部にお迎えしてクラブ運営にご尽力いただくことに致しました。 
       最後になりますが、52 期執行部全員で全力を尽くして 1 年間進めていきますので、皆さん

ご協力お願いいたします。 
 

菊池会長より 52 期役員が発表されました。 
副会長   木内慎太郎、福田紀幸 
事務局長  坂本裕人 
事務局次長 結城 太、猪俣利之、前田俊明 

 
 第三号議案  第 52 期事業計画案  承認 
 第四号議案  第 52 期収支予算案  承認 
 第五号議案  その他 

○会則改定 第１２条の 2 を下記のように新会則に改定することに可決されました。 
 
＊＊＊旧会則＊＊＊ 
 
第 12 条 役員の選任は次の通りとする 

1. 会長と監事は選考委員会によって選考し総会に報告し選任する。 
2. 選考委員会は各部会 1 名と現事務局長によって、8 月末日までに 
  構成するものとする。 
3. 副会長、事務局長、事務局次長は会長が指名する。 
4. 部会長、副部会長は、部会員の互選とする。 
5. 役員の任期は 1 ヵ年とし、再任を妨げない。 
  役員欠員により選任された新役員の任期は前任者の残任期間とする。 
6. 役員(部会長を含む)任期は総会から総会までとするが新年度の定期 

総会が開催される以前に発生した事業(慶弔等)に対しては、前執行部 
が職務を遂行しその際、発生した経費は新執行部に移管する。 

 
＊＊＊新会則＊＊＊ 提案条文のみ 
 

2. 選考委員会は各部会 1 名を選出し委員長を選出する。事務局長は 
選考委員会の報告をもって 8 月末日までに選考委員会を開催するが、 
事務局長は選考委員会に構成されない事とする。 

  
 
 
総会終了後、懇親会場へ場所を移し福田副会長の音頭で乾杯。和気藹々とした雰囲気の中で 
新年懇親会が行われました。 最後に木内副会長による一丁締めで懇親会は幕となりました。 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
■第 52 期 部会役員ならびに担当例会月■ 
 懇親会の席で今年度の部会役員の選出、ならびに担当例会の抽選をしていただき次のように決定しました。 
 
         部会長    副部会長  選考委員    担当例会日         

第一部会  河村浩道   安代久仁  中島康秀   4 月  22 日 (火曜日)   
   第二部会  寺澤一春   服部恵子  野口 仁   5 月  20 日 (火曜日)   
   第三部会  清水尚也   久保隆雄  齊藤政行   9 月  18 日 (木曜日)   
   第四部会  吉田良幸   岩田義雄  草島守之    7 月  22 日 (火曜日)   
 
■部会活動報告■ 
        第一部会  無             第二部会  無 
        第三部会  無             第四部会  無 
  
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 
 



釧路あすなろクラブ 

2 月例会のご案内 
 

定期総会では皆様の協力の下、滞りなく議事が進行し懇親会、二次会も大変盛り上がり 
素晴しいスタートが切れました。さて、いよいよ本格的に第 52 期の釧路あすなろクラブが 
スタートします。  

2 月例会は（株）釧路第一経営センター青木孝志税理士事務所 副所長で税理士の三原和徳様を 
お招きし、4 月より消費税率が 5％から 8％に引き上げられるにあたり、その対策について学びたいと 
思います。 

・・・・・ 2 月例会 ・・・・・ 
 
■ 例会内容■  『4 月からの消費税対策について』  
       講師 ㈱釧路第一経営センター  
           青木孝志税理士事務所 副所長 

税理士 三原 和徳 様  
 
■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 
 
■日  時■   平成 26 年 2 月 18 日（火曜日） 
         食事  午後 6 時～ 
         例会  午後 6 時 30 分～ 
 
■出欠連絡■  締め切り  2 月 10 日（火） 必着 
   
★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

2 月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 河村浩道  55-5110   二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也  68-5248    四部会 吉田良幸  42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信

をいたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 umagon300ai@yahoo.co.jp 】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 2 月号 

平成 26年度年間テーマ 『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26年 2 月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  『４月からの消費税対策について』 

開催日時  平成 26年 2月 18日（火曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1階 

出 席 者  第一部会 7名 第二部会 8名 第三部会 2名 第四部会 6名 

合計出席者数 23名（全 42名）  出席率 54.7 ％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

■会長挨拶■ 
 ２月も半ばを過ぎ、日中の日差しも強くなってきましたが、16日から関東・東北・北海道を襲った低気圧

の影響で大雪が降り大変な被害に見舞われ、依然復旧していないところがあり気候や環境の変化かと思って

います。さて、いまソチで開催されているオリンピックは日本の期待に応えて男子フィギュアスケートの羽

生選手が金メダル、スキージャンプ団体では清水・竹内・伊東・葛西選手が飛び銅メダルを獲得し、16年前

の長野オリンピックの日の丸飛行隊がよみがえってきました。 

 本日は 4月より消費税率が 8％に引き上げられることから私達の生活がどう変わり、どう恩恵を受けられ

るのか、商売をされている皆さんには何を注意したらいいのかを細かく講師の方の説明があると思いますの

で、しっかりと聞きたいと思います。 

 

■例会内容■  『4 月からの消費税対策について』 

㈱釧路第一経営センター 青木孝志税理士事務所 副所長 税理士 三原和徳 様 講演 

講師紹介 

昭和 48年 4月…税務大学校札幌研修所入校 

昭和 49年 7月～平成 9年 7月…江戸川、松戸、帯広、釧路、札幌北、函館、各税務署勤務 

平成 9年 7月～平成 13年 7月…札幌国税局所得税課 課長補佐 

平成 13年 7月…函館税務署 総務課長 

平成 15年 7月…札幌中税務署 総務課長 

平成 16年 7月…旭川中税務署 特別国税調査官 

平成 18年 7月…札幌東税務署 副所長 

平成 20年 7月…札幌中税務署 総務課長 

平成 13年 7月…札幌中税務署 特別国税調査官(総合調査) 

平成 21年 7月…辞職 

平成 21年 8月…税理士登録 

平成 21年 9月…青木孝志税理士事務所 副所長として勤務 

                          現在に至る。 

 兼職：株式会社釧路第一経営センター 取締役 

 兼職：釧路太田農業協同組合 監事 

 

 



 

 

例会では、福田紀幸副会長より本例会の趣旨説明が行われ、講師の方をご紹介いただきました。その後 

4月から 8％に引き上げられる消費税対策について三原和徳様に資料に基づき解説していただきました。 

 

         消費税転嫁対策のポイントが大きく 4つあります。 

① 大規模小売業者等による転嫁の拒否行為は禁止されます。 

② 「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されます。 

③ 総額表示義務の特例によって商品やサービスについて本体価格のみの 

④ 表示が認められます。 

⑤ 消費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同行為が認められます。 
          

         ☆平成 25年 10 月 1 日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されました。 
         これは中小企業・小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に、大規模小売事業者

が減額や買いたたきなどにより消費税の転嫁(消費税分を上乗せすること)を拒否するこ

となどを禁止することを等を定めた法律です。 

 

↑こちらの中小企業庁発行の『消費税の手引き』は、 

●各地域の経済産業局 

●各地域の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会などで入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部会活動報告■ 
 

  第一部会 ２／２７ キャッスルホテル予定      第二部会 ２／２７ ふく亭予定 

  第三部会  無し                  第四部会  無し 

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※第三部会の近藤義男会員が体調不良の為、休会になりましたのでご報告いたします。 

※１月総会での会則改正について、第１２条の役員の選任の第５項は、役員会にて 

提案条文を審議しておりますので、２ヶ月ほどで改めて例会にて報告いたします。 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

3月例会のご案内 
 

2 月例会は、執行部担当例会で『４月からの消費税対策』について、中小企業庁発行の 

資料に基づき、新税率移行の際の注意点など講師の三原和徳様より、わかりやすくご説明 

いただきました。 

 

3 月例会は、釧路新聞社の元取締役常務で現釧新ＯＢ会会長の横澤一夫氏をお招きし、 

現在の政治・経済を熱く語っていただく講演会を開催いたします。 

 

・・・・・ 3月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■   『世相雑感』  

               講師 横澤一夫 様 
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル １階 
 

■日  時■   平成 26 年 3 月 18 日（火曜日） 

         食事  午後 6 時～ 

         例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  3 月 10 日（月） 必着 
   

★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

2 月例会  出席  ・  欠席 
 

食事   有  ・  無 
 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 68-5248    四部会 吉田良幸 42-2021 

  
 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 umagon300ai@yahoo.co.jp 】 携帯 090-9087-9704 
 



 

                                      2014 年 3 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26年 3 月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  『世 相 雑 感』 

開催日時  平成 26年 3月 18日（火曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1階 

出 席 者  第一部会 9名 第二部会 9名 第三部会 3名 第四部会 6名 

合計出席者数 27名（全 43名）  出席率 62.7 ％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
 みなさんお晩です。平成 26年の 3月も半ばを過ぎ、卒業・転勤の時期となり、あわただしい季節と 

なってまいりました。今日のニュースでは、高知県で「ソメイヨシノ」が開花したと報じられ、一週間程度

で満開になると言われておりました。北海道では道南の松前が比較的早く開花し、北海道神宮の境内では例

年 5月上旬に開花し、だんだんと道東に桜前線が進んできますが釧路は 5月下旬となり、まだまだ先になり

そうです。 

 さて本日は、今は現役を離れておりますが、皆さんも御存じの釧路新聞の報道局長でありました横澤さん

に最近の釧路の状況を語っていただこうと執行部で企画いたしました。我々には思いつかない事を語ってく

れると思いますので本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

■例会内容■  『世 相 雑 感』 

釧新ＯＢ会会長 横澤 一夫 様 講演 

講師紹介 

 昭和９年、釧路市生まれ、釧路新聞社に昭和 31年入社以来、45年に亘り勤務 

【略歴】・報道部長・編集部次長・報道局長・帯広東北海道新聞主幹、帯広支社長 

・編集局長・常務取締役 

【現在】・ＦＭくしろパーソナリティ「ニュースあんなこと、こんなこと」(毎週火曜日) 

・釧新ＯＢ会会長 

  

横澤氏は過去に 2度、あすなろクラブで講演。 

  昭和 47年 9月例会…「国際社会の動向について」、「海外旅行談義」 

  平成６年２月例会…「釧路あすなろクラブ 現在・過去・未来」 

 

 例会では、木内慎太郎副会長より本例会の趣旨説明が行われ、講師の方をご紹介いただきました。 

その後、『世相雑感』というタイトルで、横澤一夫様にご講演いただきました。 

 

 

 



  

 

平成 25年 12月の港論より、特定秘密保護法が強行採決されて絶望的になった、最近の 

政治家の中には、かつての賢人といわれる品格の優れるこの国の運命を託するにふさわしい 

政治家がいたが、最近はいなくなったなぁと嘆いています。 

  

釧路市について・・・現在人口 18万人を切っている現状、道内で札幌・旭川・函館についで 

4番目の人口であるが、このままの推移だと 6番目に転落するということが、国立社会保障人口 

統計研究所の統計でています。2040年に入ると釧路市の人口は 11万 7千人まで落ち込んでしまい、 

ピークの 1984年には 21万 8千人の時代があっただけに、最近の釧路市の人口の急落は非常に 

ショックな出来事。20万人・18万人の規模と、15万人や 12万人とでは国からの補助金、助成金 

をみてもガラッと変わってしまう。人口というのはその年の勢いを測るバロメーターであり、政治・ 

行政に大きく影響する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部会活動報告■ 
 

  第一部会  無し                  第二部会  3/18 キャッスルホテル   

  第三部会  無し                  第四部会  3/6 末広館   

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※第三部会の清水尚也会員の社名が『株式会社わっか』に変更になりました。 

※第四部会の岩田義雄会員の社名が『夢工房株式会社』に変更になりました。 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

4月例会のご案内 
 

3 月例会は、執行部担当例会で『世相雑感』というタイトルで、講師の横澤一夫様より、釧路市の 

現状・人口推移・カジノ誘致の問題点など、横澤様の貴重なご意見をご講演いただきました。 

 

4 月例会は、第一部会(河村浩道部会長)の担当例会で、講師に自衛隊帯広地方協力本部長で 

1 等陸佐の山下和敏様をお招きし、東日本大震災において災害派遣に赴き、福島原子力発電所の 

3km 圏内で生命の危険にさらされながらも崇高な使命感のもと任務を遂行された貴重な体験を 

ご講演いただきます。 

・・・・・ 4月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■   『原子力災害派遣 ３ｋｍ圏内の真実』  

             講師 自衛隊帯広地方協力本部長 

1 等陸佐 山下 和敏 様 
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル １階 
 

■日  時■   平成 26 年 4 月 22 日（火曜日） 

         食事  午後 6 時～ 

         例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  4 月 14 日（月） 必着 

 
  ★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

4 月例会  出席  ・  欠席 
 

食事    有  ・  無 
 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 68-5248    四部会 吉田良幸 42-2021 
  

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 umagon300ai@yahoo.co.jp 】 携帯 090-9087-9704 
 



 

                                      2014 年 4 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26年 4 月 例会報告 【第一部会担当例会】  
題  目  『原子力災害派遣 3㎞圏内の真実』 

開催日時  平成 26年 4月 22日（火曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1階 

出 席 者  第一部会 9名 第二部会 10名 第三部会 3名 第四部会 7名 

合計出席者数 29名（全 43名）  出席率 67.4％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
 皆さんお晩です。平成 26年 4月も半ばとなり、各地で桜の便りも聞かれる今日このごろです。 

北海道でも桜が咲きはじめましたが、昨年と比べますと 2週間ほど早い開花と言われております。 

それでも釧路地方は 5月中旬を過ぎるのではないかと思いますが、早く桜が開花して暖かい春が 

来ればなと思っております。韓国の旅客船が沈没して早や一週間ですが、依然として行方不明者 

が多数いらっしゃり、子を持つ親として他人事とは思えない気持ちで早く救助してほしく思います。 

 本日は自衛隊帯広地方協力本部長で 1等陸佐の山下和敏様をお迎えし、東日本大震災で被災地 

東北地方に出向き、復興支援をされた現地の映像や体験談をお聞きし、苦労話などをお聞かせいた 

だきたく思います。 

 

■例会内容■  『原子力災害派遣 3 ㎞圏内の真実』 

講師：自衛隊帯広地方協力本部長 1等陸佐 山下和敏 様 

講師紹介 

 主要経歴 

                   昭和５９年 ３月 防衛大学校卒業 

                   平成 ５年 ８月 西部方面総監部 

                   平成 ７年 ８月 第１施設団 

                   平成 ９年１０月 統合幕僚会議 統幕事務局長副官 

  平成１１年 ３月 陸上幕僚監部 人事部 

                   平成１５年 ３月 防衛大学校 

                    平成１７年 ３月 陸上自衛隊幹部学校 

                   平成１８年 ４月 北部方面総監部 人事課長 

 階級：１等陸佐           平成２０年 ８月 陸上自衛隊幹部学校 教務課長 

出身：鹿児島県           平成２３年 ４月 第２施設群長 

 学歴：防衛大学校(第 28 期)      平成２４年１２月 現職 

 

 例会では、第一部会河村浩道部会長より本例会の趣旨説明が行われ、講師の方をご紹介いただきました。 

その後、『原子力災害派遣 3㎞圏内の真実』というタイトルで、山下和敏様にご講演いただきました。 

 

 



震災発生から１か月後、福島第１原発３㎞圏内の立ち入り禁止区域の大熊町に入り、行方不明者の捜索 

活動を続けた自衛隊の記録を映像でご紹介いただきました。肉眼で崩れた原子炉建屋が見える地点で放射 

線の危険にさらされながら捜索活動を続ける自衛隊に頭が下がります。 

 捜索は３時間交代で放射線量の管理も行っていましたが、福島第 1原発に近づくほどに体調不良者が出 

たり、無人と化した町には取り残された犬や牛・豚が闊歩していた。無人の町では店舗荒らしや自動販売機

荒らし、銀行ＡＴＭ荒らしの跡が見受けられ、混乱の中でも秩序の高さを世界から賞賛された日本であった

が、このような行為は非常に残念です。途方もない映像記録の中から今後の災害派遣の参考にと編集された

貴重な映像な映像と講話でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部会活動報告■ 
 

  第一部会 4/22 はたご家 11名                 第二部会 4/22 キャッスルホテル    

  第三部会 無し                 第四部会 無し     

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

5月例会のご案内 
 

4 月例会は、第一部会(河村浩道部会長)の担当例会で、講師に自衛隊帯広地方協力本部長で 

1 等陸佐の山下和敏様をお招きし、東日本大震災において災害派遣に赴き、福島原子力発電所の 

3km 圏内で生命の危険にさらされながらも崇高な使命感のもと任務を遂行された貴重な体験を 

ご講演いただきました。 

 

 5 月例会は、第二部会(寺澤一春部会長)の担当例会で、体験型例会です。 

あすなろクラブの原点は、中小企業の経営者が集い、安定した事業経営を継続させる事が会社の繁栄に

繋がり、しいては釧路市全体を躍進させる事であります。今、釧路の厳しい経済環境を打破するために

は、良き経営のトップとして健全な肉体と精神を宿すことが必要であり、太極拳を学ぶ事により心と体

を癒し、新たなエネルギーを獲得して企業人としての使命を全うしたいと思います。 

・・・・・ 5月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  『太極拳で心も体もリフレッシュして 

健全経営を目指そう！』  

           講師：釧路太極拳協会 川端祥央 様 
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 2 階 鶴の間 
                            (食事は通常通り１階です) 

            ※例会はストレッチができる程度の服装でＯＫです。 

 

■日  時■   平成 26 年 5 月 20 日（火曜日） 

          食事  午後 6 時～  

          例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■   締め切り  5 月 14 日（水） 必着 

 
  ★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 

氏名           
5月例会  出席  ・  欠席 

食事    有  ・  無 
 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 umagon300ai@yahoo.co.jp 】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 5 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26年 5 月 例会報告 【第二部会担当例会】  
題  目  『太極拳で心も体もリフレッシュして健全経営を目指そう！』 

開催日時  平成 26年 5月 20日（火曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  2階 鶴の間 

出 席 者  第一部会 8名 第二部会 9名 第三部会 1名 第四部会 5名 

合計出席者数 23名（全 43名）  出席率 53.4％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
 皆さんお晩です。釧路でも新緑が漂い当神社の桜が今、満開になり春本番といったところで心が弾む 

季節となってまいりました。インターネットのニュースを見ている中で心に残るニュースがあったので 

お話ししたいと思います。韓国旅客船「セウォル号」の事故発生から１カ月を経過する１５日、ヤン・ 

デホン事務長と推定される遺体が発見されました。ヤン事務長はセウォル号の上級乗組員の中で唯一脱 

出せず、最後まで乗客を救助するために船に残ったと複数の韓国メディアが報じました。ヤン事務長は 

先月１６日、船体が９０度に傾いた午前１０時３分ごろ妻に電話をかけ、「船が大きく傾いている、水産 

協同組合の通帳にお金があるから子供の学費にするように」と話をし、妻からは「今の状況はどうなって 

いるのか」と尋ねられたが、「今から子供たちを救うために行かなければならない、長く通話はできない 

から電話を切る」と答えた。それが夫婦最期の会話になったそうです。その後、ヤン事務長は船員食堂の 

窓を開け、アルバイトのＡさんと調理担当のＢさんを救出し脱出させた。船員食堂はすでに浸水して水位 

が上昇していたが、ヤン事務長は他の場所の乗客を救うために向かった後、行方不明になった。遺体が発 

見された当時ヤン事務長はトランシーバーを握りしめたままの姿でした。船長が逃げる中、このように乗 

員を助ける人もいて職務に忠実な乗組員に頭の下がる思いです。２００人以上が亡くなり、いまだに行方 

不明者がおり早く全員の救助を望みます。我々も他人事では過ごされないと思うので今一度、安全を第一 

に日々行動を致しましょう。 

さて、今日の例会は第二部会担当になっておりますのでよろしくお願い致します 

 

■新入会員紹介■ 
例会開始前に新入会員の上川原 昭 会員を推薦者の菊池会長よりご紹介いたしました。 

菊池会長から上川原会員に信条・バッジ・会員手帳等を贈呈し、上川原会員より自己紹介を 

していただきました。所属部会は第二部会です。 

 
                                      かみかわら あきら 

会員氏名：上川原  昭 

生年月日：昭和 44年 5月 1日 

血 液 型：Ａ型 

勤 務 先：(有)上川原商店 

役  職：代表取締役 

業  種：廃棄物処理業 



■例会内容■  『太極拳で心も体もリフレッシュして 

健全経営を目指そう！』 

講師：釧路太極拳協会 川端祥央 様 

講師紹介 
           

１９６５年釧路市生まれ 

          １９８０年代後半から、少林寺拳法、長拳、少林拳、太極拳、空手、心意六法拳を 

          学び、太極拳は伝統太極拳のほか健康太極拳や武術太極拳の経験もあり、それらを 

          活かして１９８８年に公共施設での指導を依頼されたのをきっかけに、太極拳の指 

導をボランティアで行うようになりました。釧路太極拳協会は釧路地区の太極拳関 

係団体を総括・代表し太極拳の普及と発展を図るために、道東・釧路地区の太極拳 

を愛好する団体及び個人により１９９６年４月１日に設立。非営利任意団体です。  

 

例会では、第二部会寺澤一春部会長より本例会の趣旨説明が行われ、講師の方をご紹介いただきました。 

その後、『太極拳で心も体もリフレッシュして健全経営を目指そう！』というタイトルで、川端祥央様にご

指導をいただき、演舞を披露していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、おつかれさまでした。 

 

■部会活動報告■ 
  第一部会 無し                         第二部会 5/20 打ち上げ 味よし ９名     

  第三部会 無し                 第四部会 5/14 わっと 7名    

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※第二部会のスギヤマオート杉山宏司会員の代理人としまして６月からスギヤマオート 

常務取締役の冨山 聡様に代わる事を役員会で承認されましたのでご報告いたします。 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


 

釧路あすなろクラブ 

6月例会のご案内 
 

 5 月例会は、第二部会(寺澤一春部会長)の担当例会で、太極拳を学ぶ体験型例会でした。 

 

 6 月は執行部担当例会で、釧路町商工会 総合支援課 課長で経営指導員の黒畑 誠様を 

講師にお招きし、『経営に役立つ各種制度・施策について』という内容で、①各種融資制度、 

②融資のポイント、③金融機関等との交渉術、④平成 26 年度各種補助金制度、の大きく 4 つの 

事柄について解説とご指導をしていただきます。 

 

・・・・・ 6月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  『経営に役立つ各種制度・施策について』 

講師：釧路町商工会経営指導員 黒畑 誠 様 
                    

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 1 階  
                             

■日  時■   平成 26 年 6 月 12 日（木曜日） 

          食事  午後 6 時～  

          例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■   締め切り  6 月 5 日（木） 必着 

 
  ★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

6月例会  出席  ・  欠席 
 

食事    有  ・  無 
 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 umagon300ai@yahoo.co.jp 】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 6 月号 

平成 26 年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26 年 6 月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  『経営に役立つ各種制度・施策について』 

開催日時  平成 26年 6月 12日（木曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1階  

出 席 者  第一部会 9名  第二部会 9名  第三部会 5名  第四部会 7名 

合計出席者数 30名（全 43名）  出席率 69.7％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
  みなさんこんばんは、今週は毎日雨模様の天気が続き、梅雨を思わせる季節です。 

さて、いよいよ今月 13日より 2014年ＦＩＦＡワールドカップが 1か月の日程で開催され 

世界中の選手が集まり熱戦が繰り広げられます。日本も世界各国で活躍している選手が合流し、 

日本代表として戦います。どこの国が強く、どこの国が弱いかは戦ってみないとわかりません。 

各国、優れた選手を揃えて試合に臨みますのでそう簡単には勝てないでしょうが、日本も優れ 

た選手を揃えていますので、成果を期待したいと思います。 

 ７月 11日から 13日まで、厳島神社の夏まつりが開催されます。昔から厳島神社のお祭りが 

来ると夏が来るといわれ、市民のみなさんが楽しみにしているお祭りで以前は学校・官庁も祝祭 

日に関係なく休みにしていましたが、今はなっておらず残念です。あすなろクラブのみなさんに 

は例年多大なご協力をしていただきありがとうございます。本年のお祭りもよろしくお願いいた 

します。以上簡単ではありますが、挨拶といたします。 

 

 

■ 杉山会員(スギヤマオート)、後任会員のご紹介■ 
例会開始前に杉山会員後任の冨山 聡会員をご紹介いたしました。冨山会員より自己紹介を 

していただき、所属部会は第二部会です。 

 

                             とみやま さとし 

会員氏名：冨 山   聡 

生年月日：昭和 41 年 1 月 23 日 

血 液 型：Ａ型 

勤 務 先：株式会社スギヤマオート 

役  職：常務取締役 

業  種：自動車販売 

 

 

 



 

■例会内容■  『経営に役立つ各種制度・施策について』 

講師：釧路町商工会経営指導員 黒畑 誠様 

講師紹介 

          職  名：経営指導員(釧路町商工会 総合支援課課 課長) 

          最終学歴：京都産業大学大学院 経済学研究科 経済学専攻修士課程(通信教育課程) 

          学  位：京都産業大学 経済学修士 

         主な資格：1.中小企業診断士、中小企業診断士登録養成機関 中小企業診断士養成課程

指導員、宅地建物取引主任者、２級ＦＰ技能士、ＡＦＰ認定者 

              2.ＲＳＴトレーナー、安全衛生責任者教育講師、安全管理者選任時研修講師、 

               衛生工学衛生管理者､中小企業安全衛生指導員､経営労務コンサルタント 

                   3.キャリア・コンサルタント、中級教育カウンセラー、産業カウンセラー 

                               心理相談員、生涯学習２級インストラクター、高等学校地理歴史１種教

員免許、中学校社会科専修教員免許、高等学校公民専修教員免許 

                   

例会では、坂本裕人事務局長より本例会の趣旨説明が行われ、講師の方をご紹介いただきました。 

その後、『経営に役立つ各種制度・施策について』というタイトルで、黒畑 誠様に会員用に各機関からの 

配布資料をご用意いただき、スライドを用い大きく４つの項目に分けて丁寧に解説・ご指導いただきました。 

1. 各種融資制度 

① 政府系金融機関融資制度 ②北海道融資制度 ③市町村融資制度  

④その他(金融機関のプロパー資金) 

2. 融資のポイント 

①資金使途は？ ※ＳＷＯＴ分析  ②決算書は正常か？ ※格付け  

③担保はあるか？・連帯保証人はいるか？ 

3. 金融機関等と交渉術 

①商工会・商工会議所への相談 ②金融機関との上手な付き合い方 

4. 平成 26年度各種補助金制度(施策) 

① 中小企業庁関連 ②北海道関連 

 

経営に役立つ資料ですので、是非もう一度、お手持ちの資料を参考にしてみてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部会活動報告■ 
  第一部会  無し                       第二部会  無し    

  第三部会  6/23 あけぼの           第四部会  6/12 キャッスルホテル   

 

 

■■ お知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  ６月例会にて、メール配信が無いと例会での発言が有りました。メール配信が当会で 

行われて２年程経過して居りますが、この様な状態時には直接、執行部又は各部会長に 

即ご連絡を頂きます様ご案内し、配信が行われなかった会員の方には、お詫び申し上げ 

ます。 



釧路あすなろクラブ 

7月例会のご案内 
 

 6 月は執行部担当例会で、釧路町商工会 総合支援課 課長で経営指導員の黒畑 誠様を講師に 

お招きし、『経営に役立つ各種制度・施策について』という内容で、①各種融資制度、②融資のポ 

イント、③金融機関等との交渉術、④平成 26 年度各種補助金制度、の大きく 4 つの事柄について 

資料に基づき、解説とご指導をしていただきました。 

 

 7 月は第四部会(吉田良幸部会長)の担当例会で、懇親例会です。 

『今後のあすなろクラブについて語ろう』をテーマに、お酒を飲みながら意見交換をして、 

会員同士の“和”も深めてもらい、最後に各部会で話し合ったことを発表して有意義な例会に 

したいと思います。 

・・・・・ 7月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  『今後のあすなろクラブついて語ろう』 
 

※５０周年記念誌など過去の資料をご持参の上、話し合いの参考資料にしてください。 
                    

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 1 階  
                             

■日  時■   平成 26 年 7 月 22 日（火曜日） 
 

          例会  午後 6 時 30 分～  

※食事は例会時間と一緒です 
 

※お酒がでますので、飲酒される方は車の運転はしないでください。 
 

■出欠連絡■   締め切り  7 月 15 日（火） 必着 

 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

7月例会  出席  ・  欠席 
 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【maeda-bisyou@coral.plala.or.jp】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 7 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26年 7 月 例会報告 【第四部会担当例会】  
題  目  『今後のあすなろクラブについて語ろう』 

開催日時  平成 26年 7月 22日（火曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1階 

出 席 者  第一部会 9名 第二部会 6名 第三部会 6名 第四部会 7名 

合計出席者数 28名（全 43名）  出席率 65.1％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
  平成２６年も半分が過ぎ、折り返しの文月となりました。 

 文月の語源は、短冊に和歌や文字を書き、書道の上達を祈った七夕の行事により文披月(ふみひらつき) 

 が転じたとする説が有力です。他、稲穂が膨らみを増す月であるため、穂見月(ほみつき)からこのように 

 変わったという説もあります。釧路は曇りのどんよりとした毎日ですが、内地では毎日３０度を超す天気

で私などは東京では過ごせません。 

 さて、岡山県倉敷市の小学５年の女児が行方不明になり岡山市北区の無職、藤原武容疑者が監禁容疑で逮

捕された事件で、容疑者が県警の調べに「４月に通学路で偶然見つけ気に入った、好みに育て結婚するつ

もりだった」と供述していることが２１日、捜査関係者への取材で分かりました。このニュースを聞いて 

 近年においては、大人になりきっていない大人がいて子供を大切にできなかったり、子供の虐待が時折ニ

ュースになります。私たち大人は将来を担う子供たちを大切にしなくてはなりません。 

  ７月例会では四部会の担当により酒を酌み交わしながら、あすなろクラブの将来を話し合うことで、 

色々な意見が交わされると思います。最後になりますが、７月の１１日から１３日までの厳島神社のお祭

りが斎行され１２日の御神輿にはたくさんの方々のご協力をいただき、事故なく終えました事を厚く御礼

申し上げます。 

 

■例会内容■   
例会では、第四部会吉田良幸部会長より本例会の趣旨説明が行われ、『今後のあすなろクラブについて 

語ろう』というタイトルで各部会で話し合い、最後に各部会長から発表いただきました。 

 

◆一部会◆ 

 最初は、何話しましょう？と真剣に話していたが、お酒が回ってきて皆さんからお題がたくさん 

 出過ぎまして、とうとうまとまりませんでした。あと一時間くらいあったら何か話がまとまった 

 と思いますが、皆の話を総合すると、この様なお酒の飲める例会もいいなという結論になりました。 

 

◆二部会◆ 

 あすなろクラブはこれからグローバル化を図ろうではないか、あすなろクラブの公認化という事で 

 全道・全国レベルで頑張ろう。まず第一に執行部例会は市内の講師ではなく、道外・東北・四国だ 

とか、全国的に色々経験した人を招いて、市民も含め、あすなろクラブ主催であって市民は無料で 

参加できるような講師例会を企画してもいいのではないか？費用はかかりますが、あすなろクラブ 

をアピールするのには費用対効果はあると思います。それを行った後にはクラブを法人化すること 



で、高橋はるみ知事から資金を頂けるくらいの団体にしなければならず、予算を組んで、素晴らし 

い執行部を作り、一年後とか二年後ではなく、五年後を見据えたあすなろクラブを私がやるんだと 

いう頭を作り、その人が三年後・五年後のあすなろクラブを支える人になってほしい。そういう人 

材を育てることがこのクラブにとってすごく大切ではないか。最終的に何をするかというと、今日 

の様に人と和すという事が一番大切だと思います。 

 

◆三部会◆ 

 このような場でしたが、三部会は９月に例会を控えているので何する？という話になりました。３部 

会も今日のような懇親例会にしようか？のような話になってしまいました。最終的には、みんな平和 

がいいですね。 

 

◆四部会◆ 

 女性会員を増やし、女性目線でこのあすなろクラブを何か変化させてみたい。女性を中心とした執行 

部を作ってもいいのではないか？また、次の執行部の選出も９月くらいに発表していただき、早く予 

算を立て、そして３ヵ月間の余裕を持って活動するのもどうでしょうか？会員の研修会を行い、５年 

未満の会員や、あまり仕組みのわからない会員もいると思いますので、そのような説明会をするのは 

どうか？ 

 

以上のような貴重な意見が出ました。 

また会員同士の和も一層深まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部会活動報告■ 
  第一部会 無し                         第二部会 無し     

  第三部会 7/22例会終了後            第四部会 無し    

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※１０月の管外宿泊研修の場所は川湯温泉に決定いたしました。 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

8月例会のご案内 
 

  7 月は第四部会(吉田良幸部会長)の担当例会で、懇親例会でした。 

『今後のあすなろクラブについて語ろう』をテーマに、お酒を飲みながら意見交換をして、 

会員同士の“和”も深め、最後に各部会で話し合ったことを発表して有意義な例会になりました。 

 

８月は執行部担当例会で、親睦例会でパークゴルフ大会です。 

 

・・・・・ 8月例会 ・・・・・ 
■ 例会内容■  『親睦パークゴルフ大会』 
                    

■ 開催場所■   赤いベレー (景品等、差入れ大歓迎です) 
当日は雨が降っても、室内で懇親会を行います。雨天決行です。 

                             

■日  時■   平成 26 年 8 月 24 日（日曜日） 
 

         午前 10 時 30 分開始  
 

■出欠連絡■   締め切り  8 月 10 日（日） 必着 
 

  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名          
 

8月例会    出席 ・ 欠席 
 

送迎バス    利用する  番から乗車・利用しない・自家用車 
 

バス利用の方   ①集合場所 アクアベール前 9：00出発 

        ②鳥取 ビッグハウス向い  9：15出発 

        ③星が浦 ホーマック前   9：25出発 
 

現地終了時間 14：00  アクアベール解散 15：00予定 

※尚、お酒が出ますので、飲酒される方は車の運転は控えて下さい。 
緊急連絡先 坂本事務局長 ０９０－１５２６－３０２２ 

 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【maeda-bisyou@coral.plala.or.jp】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 8 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26年 8 月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  『親睦パークゴルフ大会』 

開催日時  平成 26年 8月 24日（日曜日） 午前 10時 30分～ 

開催場所  赤いベレー 

出 席 者  第一部会 7名 第二部会 5名 第三部会 3名 第四部会 4名 

合計出席者数 19名（全 43名）  出席率 44.1％ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
  本日は、心配しておりました雨も上がり好天に恵まれ、たくさんの会員の皆様にご参加を 

 いただいてパークゴルフ大会が開催できますことを大変嬉しく思っております。 

  日々生活、仕事にと追われ運動不足の毎日ですが今日のパークゴルフを通じて、少しでも 

 運動不足の解消にでもなればと思います。 

 終わりましたら、美味しいビールと食事を用意しておりますので、今日一日楽しんでください。 

 

■例会内容■   
例会では、坂本事務局長より説明が行われ、5つのクループに分かれ 3コース、合計 27ホールで 

 スコアを競いました。大会終了後はバーベキューとお酒をいただきながら大会の表彰式を行い、会員 

同士の親睦を深めました。 

 

 

優 勝 スコア 91 宮澤会員  準優勝 スコア 92 及川会員  第３位 スコア 97 中島会員 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラッキー賞 第５位 坂本会員 ラッキー賞 第10位 前田会員 ラッキー賞 第15位 久保会員 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ブービー賞 菊池会長 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、おつかれさまでした。 
 

■部会活動報告■ 
  第一部会 8/28 キャッスルホテル           第二部会 8/29 ふく亭 

  第三部会 8/7 8/26             第四部会 無し    

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※１０月の管外宿泊研修の場所は川湯温泉に決定いたしました。 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

9月例会のご案内 
 

 8 月は執行部担当例会で、親睦例会パークゴルフ大会でした。 

天候にも恵まれ、大自然の中、きれいな空気を吸って体を動かして心身のリフレッシュに 

なりました。大会終了後は懇親会でバーベキューとおいしいお酒をいただき親睦を深めました。 

 

 9 月は第三部会(清水尚也部会長)の担当例会で、当会の会員でもあります、衆議院議員の 

伊東良孝様を講師にお招きし、『伊東良孝衆議院議員に問う‐模擬陳情会‐』というタイトルで、 

第三部会員が日頃から考えている事を模擬陳情します。 

 

 

・・・・・ 9月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■ 『伊東良孝衆議院議員に問う‐模擬陳情会‐』 

講師：衆議院議員 伊東良孝 様 
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 1 階  
                             

■日  時■   平成 26 年 9 月 18 日（木曜日） 
 

食事  午後 6 時 00 分～           

例会  午後 6 時 30 分～  
 

■出欠連絡■   締め切り  9 月 11 日（木） 必着 

 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

9月例会   出席  ・  欠席 

食事     有 ・ 無 
 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【maeda-bisyou@coral.plala.or.jp】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 9 月号 

平成 26 年度年間テーマ『中小企業の振興』 
 

■ 平成 26 年 9 月 例会報告 【第三部会担当例会】  
題  目  『伊東良孝衆議院議員に問う‐模擬陳情会‐』 

開催日時  平成 26 年 9 月 18 日（木曜日） 午後 6 時 30 分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1 階 

出 席 者  第一部会 8 名 第二部会 7 名 第三部会 8 名 第四部会 10 名 

合計出席者数 33 名（全 43 名）  出席率 76.7 ％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

■会長挨拶■ 
 みなさんお晩です。９月も半ばとなり、釧路の夏も終わり秋本番となり食欲の秋、紅葉の秋となってまい

りました。港からは鮭や秋刀魚の船が出漁し、獲れたての魚がスーパーの店頭に並び美味しい魚が口に入る

季節となってきました。昨日、さっそくスーパーの店頭に並んでいた秋刀魚を買って焼いて食べてみました

が、改めて秋刀魚の美味しさを実感しました。８月例会はパークゴルフを開催しましたが、好天に恵まれ絶

好のパークゴルフ日和で、みなさんにおかれましては日頃の運動不足の解消に役立った事と思います。 

さて、９月例会は三部会の担当で、衆議院議員であり我がクラブの会員である伊東代議士をお迎えし、日頃

私達の疑問に思っていることを質問しお答えして頂く事となりました。伊東代議士には大変ご多忙のところ

ご出席いただきありがとうございました。最後に会員のみなさま、これから日々寒さが進む季節となります

が、お風邪をひかぬよう日々お過ごしください。 

 

■例会内容■   
例会では、第三会清水尚也部会長より本例会の趣旨説明が行われ、『伊東良孝衆議院議員に問う 

‐模擬陳情会‐』というタイトルで三部会会員が模擬陳情し、それに対して伊東代議士にお答えい 

ただきました。（陳情書のみ掲載いたします。尚、伊東代議士の答弁は長文になる為、掲載できません。

詳しく内容を知りたい方はＣＤをお貸しいたしますので、事務局までご連絡ください） 

 

陳情書 
◆斎藤 政行会員◆ 

車載車（レッカー車）等の回転灯装着について 

回転灯装置につきまして、警察はつけても良いと言っておりますが陸運局では駄目と言っております。 

数年後には高速道路も開通し、それに伴い交通事故も多発すると思われます。道路上において、車事故 

引揚げ時等の作業中事故が発生しております。現状を踏まえた上で、国として、国土交通省としてどう 

お考えでしょうか？ 

 

◆久保 隆雄会員◆ 

 近年、太陽光発電の普及がものすごい勢いで広まっていますが、2014年から固定買取価格が、太陽光 

発電による買取価格のみ引き下げられました。従って、一般住宅に対する太陽光発電システム設置をする 

住宅が減ってくると予想されていますので、補助金等を予算で継続し、増額して欲しいと思います。 

 

 



 

 

◆杉本 眞美会員◆ 

東京オリンピックの時にはパラリンピックを先に開催しその後にオリンピックを開催してほしい。 

理由として、パラリンピックが付属になっていて見ることが少ないし、選手の頑張りもあまり評価されて 

いない為。パラリンピックの盛り上がりがオリンピックにも続くと思うから。 
  

◆佐藤 敦子会員◆ 

 最近各報道で南海トラフによる地震と巨大津波がいつ発生してもおかしくないと聞きましたが、なされ 

ている報道を注意深く聞くと、実は道東もまったく同じ状況であると知りました。国として 2011年の震 

災を教訓にでき得る震災対策はどのようになっているのでしょうか？例えば、震災教育の浸透や防波堤な 

どハード面の整備などを行って欲しいと思います。 

 

◆清水 尚也会員◆ 

核廃棄物の最終処理場を巡り、釧路厚岸地域が候補地として挙がっていることが、先日新聞等で報道さ 

れました。いずれはどこかで処分しなければいけないものですが、自分たちが住んでいる地方に核廃棄物 

が持ち込まれるという事に対しては大きな抵抗感があります。出来ればこれ以上放射能で汚染された地域 

を拡大させないで欲しいというのが、私の切なる願いです。 

 

◆宮澤 昌典会員◆ 

① TPP協定について 

アメリカの中間選挙（１１月４日）後に TPPが動き出すと思われますが、道東地区における影響はどの様 

な事になると想像されるかお聞きしたい。 

② 国際バルク港湾について 

平成２３年５月に穀物について選定されましたが、その後あまり動きが見られませんが教えていただきた 

くお願い致します。 

③ 北極海経路について 

最近地球温暖化で、北極海経路が見直されておりますが、釧路港も不凍港として将来どの様な施設を整備 

すれば、耐氷船を（７月～１０月運行）を呼び込めるとお思いですか？ 

④ 大型旅客船について 

今年、耐震旅客壁（MOOの横）に入港予定の旅客船が、西港第４埠頭への変更が数回あったと聞いており 

ますが、これからますます大型旅客船が多くなると思われますが、この耐震岸壁の改良工事は出来ないも 

のですか？ 

 

◆平野 幹雄会員◆ 

７２プロジェクトを至急作ってください。今後益々増えると予想される天災等、広島の例を見てもわか 

る通り７２時間が生存率の限界と言われる。（２日目生存率２９％、３日目生存率２２％、４日目生存率６％）

そうしてみると７２時間以内に救出する特殊部隊を作るとか、ノウハウを作って全国の消防、自衛隊を組織

化するとか、これを是非実現してください。想定外でなく想定されるあらゆる事態に対応すべく７２プロジ

ェクトを立ち上げて頂きたい。 

 

 

■部会活動報告■ 
     第一部会 無し                 第二部会 無し     

  第三部会 無し              第四部会 無し    

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

10月例会のご案内 
 

  9 月は第三部会(清水尚也部会長)の担当例会で、当会の会員でもあります、衆議院議員の 

伊東良孝様を講師にお招きし、『伊東良孝衆議院議員に問う‐模擬陳情会‐』というタイトルで、 

第三部会員が日頃から考えている事を模擬陳情しました。普段なかなか聞けない貴重なお話を 

聞き、出席人数 33 名の大変有意義な例会になりました、ありがとうございました。 

 

10 月例会は管外研修です。今年は弟子屈町の観光地を視察し、川湯温泉街を散策して 

活動後は川湯観光ホテルに宿泊し、温泉や食事を楽しみ会員同士の親睦を深めたいと思います。 

 

・・・・・ 10月例会 ・・・・・ 
◆例会内容◆  管外宿泊研修 

◆研修題目◆  弟子屈町の観光地視察 

◆視察場所◆  摩周湖・硫黄山・大鵬記念館・川湯温泉街 

◆宿泊場所◆  川湯温泉 川湯観光ホテル 

◆日  時◆  平成 26 年 10 月 18 日(土)～19 日(日) 
集合場所 キャッスルホテル駐車場(車の鍵はフロントへ預けて下さい) 

集合時間 午後 12 時 

出発時間 午後 12 時 30 分(集合次第出発します) 

※移動車内での飲食は各自でご負担下さい。 

※ゲーム・抽選会を予定しております、差し入れ大歓迎です。事務局迄。 

 

○各視察地到着時間(目安) 

① 摩周湖 14 時 30 分着・②硫黄山 15 時 30 分着・③大鵬記念館 16 時着 

○ホテル到着時間    17 時 

○宴会開始時間     18 時 30 分～ 

    ○翌 19 日(日)出発時間   9 時 

                                                   

締め切り 10 月 6 日(月) 必着 
  ★出欠の有無・移動手段に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 

氏名          
10月例会    出席 ・ 欠席 

送迎バス    利用する  番から乗車・利用しない・自家用車 
バス利用の方   ①集合場所 キャッスルホテル駐車場 

        ②釧路町 スポーツデポ 予定時間 12時 45分頃 
緊急連絡先 坂本事務局長 ０９０－１５２６－３０２２ 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【maeda-bisyou@coral.plala.or.jp】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 10 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
■ 平成 26年 10 月 例会報告 【執行部担当例会】  

題  目  管外宿泊研修『弟子屈町の観光地視察』 

開催日時  平成 26年 10月 18日(土曜日)～20日(日曜日) 14時 30分～ 

視察場所  摩周湖・硫黄山・大鵬記念館 

出 席 者  第一部会 5名 第二部会 6名 第三部会 4名 第四部会 3名 

合計出席者数 18名（全 43名）  出席率 41.8％ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

■会長挨拶■ 
 みなさんお晩です。平成２６年のあすなろクラブの例会もあと３回を残すこととなりました。10月例会は

毎年実施しています一泊例会で、今年もたくさんの会員にご参加いただきありがとうございました。昨年

に続き２年目の川湯温泉ということになりますが、釧路から距離的に比較的近く、この川湯温泉は泉質が

大変良くみなさんにとって日頃の仕事の疲れが解消できる場所と思いここを選択しました。これから宴を

開きますがお酒、ワイン、焼酎を十分に用意しましたのでゆっくり召しあがってください。 

又、食事の後にはみなさんに楽しんででいただけますようにと執行部が考えたあすなろクラブ会員の相互

親睦を深めるゲームを用意いたしましたので楽しんでください。以上で会長挨拶といたします。 

■例会内容■   
 今月の例会は、管外研修で弟子屈町の観光地で摩周湖・硫黄山・大鵬記念館の 3 か所を視察しました。

晴天に恵まれ、摩周湖では摩周湖もその周辺も一切の霧もなく、展望台からの眺めは素晴らしい絶景で 

した。摩周湖から移動し途中、紅葉のトンネルをくぐり硫黄山に向かいました。硫黄山で集合写真を撮

り、中腹まで登り人工物と見間違えるような鮮やかな黄色の硫黄を見ました(2ページ目中央の写真)。 

最後に大鵬記念館に移動し大鵬が実際に使用した化粧廻しや優勝トロフィーなどのゆかりの資料や、名

勝負・名場面など栄光の記録と生い立ちから最晩年に至るまでの歩みを綴ったドキュメンタリー映像を

観てから川湯観光ホテルに移動しました。温泉で日頃の疲れを癒し、夕食の懇親会では福田副会長の乾

杯の音頭で宴会が始まり、美味しい料理とゲーム大会・ビンゴ抽選会で楽しい時間を過ごし翌日、帰路

につきました。 

★ 関川会員よりワインの差し入れを頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■部会活動報告■ 
     第一部会 無し                 第二部会 無し     

  第三部会 無し              第四部会 無し    

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

11月臨時総会のご案内 
 

 10 月は執行部担当例会で、管外宿泊研修でした。 

天候にも恵まれ素晴らしい景色を観て川湯温泉で日頃の疲れを癒し、美味しい料理と余興で 

楽しい時間を過ごし、親睦を深めました。 

 

 11 月は臨時総会を開催し、執行部から会則改正案を提案いたします。 

 

■例会内容■   『臨時総会』 会則改正の提案 
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 1 階  
                             

■日  時■   平成 26 年 11 月 18 日（火曜日） 
 

食事   午後 6 時 00 分～           

臨時総会 午後 6 時 30 分～  
 

■出欠連絡■   締め切り  11 月 10 日（月）必着 

 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

11月臨時総会   出席  ・  欠席 
(欠席の場合は下記委任状にご記入いただき、 

坂本事務局長までＦＡＸ0154-36-8731 お願いいたします) 

食事     有 ・ 無 
                                              

 

委 任 状 
私は臨時総会を欠席いたしますので、臨時総会における議決権を 

議長に委任いたします。 
 

名前：            印 
                                              

 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 

会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信をいたします 

ので事務局次長 前田 までメールをください。皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【maeda-bisyou@coral.plala.or.jp】 携帯 090-9087-9704 



釧路あすなろクラブ　　会則改正提案

☆執行部提案　　―会則改正の部― 平成２６年１１月例会

＊＊＊旧会則＊＊＊

第１２条 役員の選任は次の通りとする。

1.会長と監事は選考委員会によって選考し総会に報告し選任する。
2.選考委員会は各部会より１名を選出し、その委員会で委員長を選出す
  る。事務局長は選考委員会の報告をもって８月末日までに選考委員会
  を開催するが、事務局長は選考委員会に構成されないものとする。
（平成２６年度１月総会にて承認済）
3.副会長、事務局長、事務局次長は会長が指名する。
4.部会長、副部会長は、部会員の互選とする。
5.役員の任期は１ヵ年とし、再任を妨げない。
  役員欠員により選任された新役員の任期は前任者の残任期間とする。
（平成２６年１１月、今臨時総会にて審議事項条文）
6.役員（部会長を含む）の任期は総会から総会までとするが新年度の定期
  総会が開催される以前に発生した事業（慶弔等）に対しては、前執行部
  が職務を遂行しその際、発生した経費等は新執行部に移管する。

＊＊＊新会則＊＊＊ 提案条文のみ

第１２条 役員の選任は次の通りとする。

新提案 第１２条　５の変更案

5.会長の任期は１ヵ年とし、再任を妨げないが、 選考委員会は現会長の
  再任の意思を確認し、それを受けて選考委員会は本条第２項に準
　じ、現会長の再任及び各部会より推薦のあった会長候補者を協議
　し、会長を選任する。

7.役員欠員により選任された新役員の任期は前任者の残任期間とする。
（旧１２条の５に付帯されていた条文の一部を新項目として独立させたい）

17.平成２６年１月１８日　第１２条　一部改正

18.平成２６年○月○日　第１２条　一部改正



 

                                      2014 年 11 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
■ 平成 26年 11 月 例会報告 【執行部担当例会】  

題  目  『臨時総会』 

開催日時  平成 26年 11月 18日（火曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  1階 

出 席 者  第一部会 8名 第二部会 8名 第三部会 5名 第四部会 6名 

合計出席者数 27名（全 43名）  出席率 62.7％  委任状７名 

      ◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

■会長挨拶■ 
 今年は午年で、午のように過ぎ去ったような気がしております。日の出、日の入りも早くなり寒さも日一

日と増す今日この頃です。今日（18日）のニュースでは、消費税増税の賛否を問う衆議院解散選挙が開催さ

れることが決まり、世の中があわただしくなってまいりました。つい先日選挙をしたと思いましたが、４年

任期の半分が過ぎていると聞き驚いております。さて、話は変わりますが、10月の宿泊例会には多くの会員

に参加していただきお酒を飲みながらの楽しい例会でした。最後になりますが、寒くなりますと風邪が流行

り始め、内地では学級閉鎖になった所もあると聞きます。会員におかれましては風邪をひかぬよう気を付け

てお過ごしください。以上で会長挨拶と致します。 

 

■会則改正内容■ 草島会員が議長に選任され、福田副会長から趣旨説明がありました。   
＊＊＊新会則＊＊＊ 提案条文のみ 

第１２条  役員の選任は次の通りとする。 

新提案    第１２条 ５の変更案  

5.会長の任期は１ヵ年とし、再任を妨げないが、選考委員会は現会長の再任の意思を確認し、

それを受けて選考委員会は本条第２項に準じ、現会長の再任及び各部会より推薦のあった

会長候補者を協議し、会長を選任する。 

7.役員欠員により選任された新役員の任期は前任者の残任期間とする。 

（旧１２条の５に付帯されていた条文の一部を新項目として独立させたい） 

■その他■ 

次年度よりレクレーション・宿泊研修など外部に出る行事は必ず傷害保険を掛ける。 

補償金額については、死亡・後遺障害(最高)補償は 1,000万円・入院補償は日額 10,000 円・ 

通院補償は日額 5,000円とする。 

 

■部会活動報告■ 
    第一部会 無    第二部会 無    第三部会 11/29 忘年会   第四部会 無     

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※総会資料作成のため、住所・電話番号・勤務先など変更がありましたら 

事務局までご連絡下さい。 

※新年度より大槻杉憲さん、東陽一さん、吉川克義さん３名の新入会員が 

承認されました。 
１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/


釧路あすなろクラブ 

12月忘年例会のご案内 
 

   11 月は執行部担当例会の臨時総会でした。 

執行部より会則改正の提案をさせていただき、第 12 条の５を変更しました。 

新たに７を追加し旧 12 条の５に付帯されていた条文の一部を新項目として独立させました。 

また、レクレーション・宿泊研修時の傷害保険についても取り決めを致しました(会報掲載)。 

 

 12 月は執行部担当例会の忘年例会を開催します。 

翌日は衆議院議員選挙がありますが、第 52 期釧路あすなろクラブの最後の例会ですので、 

会員皆様のご参加、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

・・・・・ 12月忘年例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■   『 忘年例会 』 
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル ２階 鶴の間 
                             

■日  時■   平成 26 年 12 月 13（土曜日） 
 

受付  午後 6 時 00 分～           

例会  午後 6 時 30 分～  
 

■出欠連絡■   締め切り  12 月６日（土） 必着 

 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 
 

氏名           
 

12月例会   出席  ・  欠席 
 

 

■各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 河村浩道 55-5110    二部会 寺澤一春 52-3986 

三部会 清水尚也 64-1960    四部会 吉田良幸 42-2021 
会報のメール配信をしております。メール配信をご希望される方メール配信を

いたしますので事務局次長 前田 までメールをください 

皆様のご協力よろしくお願い致します 

前田ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【maeda-bisyou@coral.plala.or.jp】 携帯 090-9087-9704 



 

                                      2014 年 12 月号 

平成 26年度年間テーマ『中小企業の振興』 
■ 平成 26年 12 月 例会報告 【執行部担当例会】  

題  目  『忘年例会』 

開催日時  平成 26年 12月 13日（土曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル 1階 

出 席 者  第一部会 8名 第二部会 7名 第三部会 5名 第四部会 6名 

合計出席者数 26名（全 43名）  出席率 60.4％   

      ◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

■会長挨拶■ 
 今年は「中小企業の振興」をメインテーマにしてそれぞれの部会で自由な発想のもと部会活動をしてまい

りました。各部会非常にアイデアに富んだ例会でした。特に印象に残ったのは、５月の太極拳、８月の親睦

パークゴルフ大会、１０月の弟子屈町の観光地視察でした。観光地視察後は川湯温泉で一泊し酒を飲みなが

ら会員相互の親睦ができて大変良かったです。さて、師走となりいよいよ今回の例会で最終例会となります

が、本日は忘年例会ですので、楽しい例会を開催しようと執行部考えてまいりました。最後までゆっくり楽

しんでください。いよいよ寒さも本番となり、あちこちでインフルエンザも流行ってきましたので、風邪を

ひかぬよう日々お過ごしいただき良い年をお迎えください。以上で会長挨拶と致します。 

 

■例会内容■ 
第５２期釧路あすなろクラブ最後の例会となりました、野口会員の乾杯で幕を開け会員 

皆でクラッカーを鳴らしお酒とおいしい料理をいただきました。歓談のあとテーブル対 

抗のゲーム大会で盛り上がり、ビンゴゲームからの宝引きで豪華景品を目指しました。 

当日出席者の中から今期で退会される木内会員・野口会員・坂本会員から一言いただき、 

福田副会長の一本締めで例会を終えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員のみなさん一年間お疲れ様でした 
 

■部会活動報告■ 
  第一部会 12/18はたごや  第二部会 12/17ポロネ  第三部会 無   第四部会 無     

 

■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  ※総会資料作成のため、住所・電話番号・勤務先など変更がありましたら 

事務局までご連絡下さい。 
 

※新年度より、久保下 智之さんの入会が承認されました。 
 

※平成２７年 1 月 17 日(土)に、第５３期定期総会を１８時３０分より開催致します。 

 後日、往復はがきにて会員の皆様にご案内致します。 
 

※泰地会員・黒田会員・木内会員・中尾会員・野口会員・近藤会員・坂本会員が 

今期をもって退会致しますのでご報告致します。 
 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願いします。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４.例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

  ５.メールによる会報発送にご協力下さい。 

  ６.ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

    どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/ 

http://www.marukoo.com/as/
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