
 
                           

                                     2017 年 1 月号 
 
平成 29 年度年間テーマ  

『脚下照顧
き ゃ っ か し ょ う こ

』～地域と仲間とクラブを知ろう～ 
【脚下＝足元】【照顧＝よく見る】 

 
■ 平成 29 年 1 月 総会報告 【執行部担当例会】  

題  目   第 55 期定期総会 

開催日時  平成 29 年 1 月 21 日（土曜日）  

開催場所  釧路センチュリーキャッスルホテル 

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

      合計出席者数 ２８名（全４２名）  出席率 66.66％  
 

 
 
■定期総会報告■   
○会長挨拶 

「あけましておめでとうございます。さて５４期は『不易流行』を年間テーマとして皆さんと共に活動さ

せて頂きました。ご協力の元無事に一年間を終える事が出来ました。大変ありがとうございました。」 

 

○第 54 期皆勤表彰 

 宮澤昌典会員・中島康秀会員・猪俣利之会員 

 

○議長選出 

第 54 期執行部により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 28 名 委任状 8 名 

会則 15 条により成立を確認 

 

 

 

 



 

 

 

○第 54 期議事 

第一号議案 第 54 期事業報告 報告通り承認 

第二号議案 第 54 期決算報告 報告通り承認 

第三号議案 第 54 期監査報告  

宮澤監事より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頂きました。 

 

○第 55 期議事 

第一号議案 第 55 期役員改選  

宮崎選考委員長により第 55 期会長に小野寺英夫会員、第 55 期監査に木元章義会員・  

結城太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。 

 

第二号議案 第 55 期役員紹介及び新任挨拶 

第 55 期役員新任挨拶 

小野寺会長より挨拶並びに第５５期役員が発表されました。 

「あすなろクラブ第 55 期会長に就任しました小野寺英夫です。１年間よろしくお願い致します。

今年度年間テーマを『脚下照顧』とさせて頂きました。前年度末までに会長経験者３名を含むベ

テラン会員４名が退会致しました。私たち会員は一丸となり力を集めてこれからのあすなろクラ

ブを隆盛にしなければなりません。会員の皆様には特に会員増強に力をお貸し頂く事をお願い致

します。一年間よろしくお願い致します。」 

                                      

副会長   中島康秀・谷口耕二 

事務局長  猪俣利之 

事務局次長 関川孝輔・久保下智之・安代久仁  

 

第三号議案 第 55 期事業計画案審議 承認 

 

第四号議案 第 55 期収支予算案審議 承認 

 

第五号議案 その他 

① 会則変更について 

下記のように新会則に改定する事で可決されました。 

１、（入会）第 5条 追加条文 

「本会への入会者は現会員の推薦を要し、役員会にて諮り新会員推薦書を会員に提示

したのち例会の承認を得るものとする。」 

２、（選任）第 12 条 5 項 追加条文 

「選任された次年度会長はすみやかに役員の指名等活動の準備をする。」 

 

② 会員増強について 

第５４期に設置された会員増強チームを会員増強委員会として予算付けの中で活動

していく事を提案し可決されました。 

 

③ 事務局連絡 

・退会報告（平野幹雄会員・齊藤政行会員・清水雅則会員・本間英俊会員） 

・年会費早期納入のお願い 

・厳島神社例大祭お手伝いについて 
 
総会終了後、懇親会場へ場所を移し中島副会長の音頭で乾杯。和気あいあいとした雰囲気の中で新年懇親会

が行われました。新部会長と担当例会月も決定し最後に谷口副会長による一丁締めで閉会しました。 
          
 



 
 
 
■第 55 期 部会役員並びに担当例会月■   

      （部会長）   （副部会長）    （選考委員）  （担当例会日） 
第一部会  清水 尚也   及川 雅順     菊池 吉郎   ６月１５日（木） 
第二部会  佐々木拓哉   東  陽一     草島 守之   ５月１６日（火） 
第三部会  河村 浩道   泰地 浩幸     福田 紀幸   ９月１４日（木） 
第四部会  前田 俊明   助光 範治     宮崎 博好   ８月１７日（木） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□ 会員増強委員会 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
第 55 期会員増強委員会の委員が決定しました。一年間よろしくお願いします。 

 
岩田義雄委員長・及川雅順会員・結城太会員 

 
新入会員紹介のご協力をお願い致します！ 
第 55 期の新入会員目標は８名入会です。 
目指せ 50 名！（2/1 現在 42 名） 

 
 
■■ 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.次回例会は２月２５日（土）１８：３０より「創立 55 周年記念例会」となっております。バッジをお忘れ

にならないようにお願いします。 

 

３.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 
 昭和２７年２月１８日に設立された経済研修団体『釧路あすなろクラブ』は本年５５周年を迎えます。

会員の皆様やＯＢの皆様に感謝して２月例会は創立５５周年記念例会を行います。ＯＢの方も多数いら

っしゃいますので是非１００％参加をお待ちしております。 

       

■ 例会内容■  「創立５５周年記念例会」 
    

■開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 
■日  時■   平成 29 年 2 月 25 日（土曜日） 
                例 会 午後 6 時 30 分～ 

■出欠連絡■  締め切り  ２月１３日（月） 必着 
   

★出欠に○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 

 

 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 清水尚也  64-1960   二部会 佐々木拓哉 52-3986 

三部会 河村浩道  55-5110   四部会 前田俊明  24-9538 
 

■例会は飲食（アルコール）を伴います。ご承知おきください。 

■やむなく例会出欠予定を変更される方は部会長か事務局長へ連絡をお願い致します。 

■会員名簿に誤りがございましたら、部会長か事務局長へ連絡をお願い致します。 

■例会には「バッジ」を必ず持参ください。 

■本年は会員手帳発行年です。顔写真の撮り直しを希望の方は午後 6 時までに会場にお越しく

ださい。 
 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  釧路あすなろクラブ事務局 事務局長 猪俣 利之（㈲イノマタ通信） 

  〒085-0058 釧路市愛国東 1-20-2 ℡090-1640-2139 Fax0154-35-7156 

  E-mail ino-617@khaki.plala.or.jp 


