
 
 

                                      2015年 1月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 1月 総会報告 【執行部担当例会】  
題  目  第 53期定期総会 

開催日時  平成 27年 1月 17日（土曜日） 午後 6時 30分～ 

開催場所  釧路キャッスルホテル  3階 

出 席 者  第一部会 8名 第二部会 6名 第三部会 10名 第四部会 8名 

      合計出席者数 32名（全 40名）  出席率 80.00％ 

 

■ 定期総会報告■ 
 信条朗読    ： 第 52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。 

   
 

 永年在籍表彰  ：2005年入会 小野寺 英夫 会員   在籍 10年 

         2005年入会  木元 章義  会員   在籍 10年 

                  2005年入会  谷口 耕二  会員   在籍 10年 

         2005年入会 服部 恵子  会員   在籍 10年 

         永年在籍を称え、表彰状と記念品が贈られました。 
 

 第 52期皆勤賞 ：木内慎太郎会員、宮澤昌典会員、菊池吉郎会員、中島康秀会員、 

         谷口耕二会員、及川雅順会員、前田俊明会員 

         皆勤賞が授与されました。 

 

新入会員紹介 ：12月例会承認された、 

大槻杉憲（花の店 むこうじま 専務） 

          吉川克義（坪野綜合工業㈱営業部長） 

久保下智之（北東建設㈱常務取締役） 

         東 陽一（ネイチャーテック㈱代表取締役） 

                  4名が入会の挨拶をされました。 

 

 事務局連絡  ：木内慎太郎会員・近藤義男会員・黒田厚司会員・坂本裕人会員 

泰地秀信会員・中尾嘉男会員・野口 仁会員 

が退会になりましたのでご報告いたします。 

 

 議長選出   ：第 52期執行部に一任され安藤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 40名中 総会開始時議席数  32名  委任状 3名 

         会則 15条により成立を確認 

 

 第 52期議事  ： 第一号議案 第 52期事業報告  報告通り承認 

          第二号議案 第 52期決算報告  報告通り承認 

               第三号議案 第 52期監査報告   

野口監査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いただきました。 

 

 



 

 

 

第 53期議事 ： 

第一号議案   第 53期役員改選 

齊藤政行選考委員長により第 53期会長に草島守之会員 

第 53期監査に平野幹雄会員、宮崎博好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 53期会長 草島 守之    

第 53期監査 平野 幹雄、宮崎 博好 

 

第二号議案   第 53期役員新任挨拶 

草島会長より 53期役員が発表されました。 

副会長   小野寺 英夫、服部 恵子 

事務局長  結城 太 

事務局次長 佐藤 敦子、猪俣 利之、岩田 義雄 

 

 第三号議案  第 53期事業計画案  承認 

 第四号議案  第 53期収支予算案  承認 

 第五号議案  その他 

 

  

 

総会終了後、懇親会場へ場所を移し宮澤会員の音頭で乾杯。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。 最後に服部副会長による一本締めで懇親会は幕となりました。 

 

 

 

■第 53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  吉田良幸   清水尚也  谷口耕二   5月  21日 (木曜日)   

   第二部会  久保隆雄   冨山 聡  永田敦子   11月  21日 (土曜日)   

   第三部会  吉川克義   及川雅順  齊藤政行   9月  18日 (金曜日)   

   第四部会  木元章義   河村浩道  本間英俊    6月  18日 (木曜日)   

 

  

■■ 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 

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 53 期の釧路あすなろクラブが 

スタートします。  

・・・・・ 2月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  『人口減少時代を迎える釧路の将来 

           地域経済と観光の観点から 』  

           講師 釧路公立大学准教授 

             下山 朗  様  
 

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 2 月 19 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  2 月 13 日（金） 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 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 吉川克義  22-5719   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



 
 

                                      2015年 2月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 2月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  人口減少時代を迎える釧路の将来・地域経済と観光の観点から 

開催日時  平成 27年 2月 19日（木曜日） 午後 6時 30分～ 

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 8名  第二部会 7名  第三部会 8名  第四部会 7名 

      合計出席者数 30名（全 40名）  出席率 75.00％ 

 

 
 

■ 会長挨拶■ 
今年度の執行部例会と言うことで緊張の中にも楽しさを取り入れた内容を発信してゆきたいと考えまし 

私たちは、過去に経験したこのない人口減少社会に向かい合うこととなり、今までにない事業展開が 

求められています。 そのような状況を打ち破るためには、釧路市のおかれている現況を等しく認識し、 

課題を正しくとらえ社会背景にそった社会経営や事業運営を実践しなければなりません。そこで会員が 

一層意欲を高めることができるような情報を提供していきたいと思います。 

 

■例会内容■ 
釧路公立大学 准教授 下山 朗  

人口減少時代を迎える釧路の将来・地域経済と観光の観点から 

① 報告の概要と問題意識 
② 釧路市（および釧根地域）の人口は北海道内で比較するとどうなるか？ 
③ 釧路市内の人口及び企業はどうなっているのか？ 
④ 釧路地域の観光は魅力的か？課題と可能性とは？ 
⑤ 人口減少時代を生き残るために、何をすればよいのか？ 
上記 項目順にてご教授頂いました 18ページに亘る資料が今回配布されています 

やむなく欠席された会員の中でご希望がれば 資料配布いたします 事務局まで連絡ください。 

 

■事務局連絡■ 
４部会 寺澤 一春 会員が退会されます。 

 

■部会活動報告■            

第一部会 2月 2日炉ばたさかきま／2月 16日厳島神社   第二部会  2月 26日 こじゃれ 

第三部会 3月 11日 予定                第四部会  2月 17日 あけぼの 

■■ 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 

3例会のご案内 
 

 

■ 例会内容■  『中小企業の現況と課題 』  

           講師 釧路市役所 産業振興 部長 

             森 利文 様  
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 3 月 19 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  3 月 13 日（金） 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           
 

３月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 吉川克義  22-5719   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



部会　　氏名

4月6日（月）　　午後　6　時　30　分　　厳島神社社務所　2階　　食事あり

釧路あすなろクラブ
会長　草島守之

締切日
よろしくお願い致します。

■各部会長およびＦＡＸ番号■

する　　　　　・　　　　しない

4月3日

  第一部会　吉田良幸　42-2021　　　　第二部会　久保隆雄　51-5099

  第三部会　吉川克義　22-5719　　　　第四部会　木元章義　25-7197　

厳島神社例大祭『お手伝い』募集

ならびに『打ち合わせ』のお知らせ！

積極的に参加、ご協力お願い致します。

※7月11日（土曜日）のお手伝いに参加できる方は下記に
氏名を記入して各部会長宛ににファックスしてください。

平成27年3月3日

する　　　　　・　　　　しない

①釧路あすなろクラブ神社「お手伝い」に参加します

②第1回「打ち合わせ」に出席する。

厳島神社例大祭神輿行列指揮に参加するお手伝いを募集します。

まだ3月で当日のスケジュールが未定とは思いますが、地域貢献活動に

また、第1回打ち合わせも合わせてお願い致します。



 
 

                                      2015年 3月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 3月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  中小企業の現況と課題 

開催日時  平成 27年 3月 19日（木曜日） 午後 6時 30分～ 

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 8名  第二部会 9名  第三部会 6名  第四部会 7名 

      合計出席者数 30名（全 40名）  出席率 75.00％ 

 

 

 
 

 

■ 会長挨拶■ 
全国に 386万社ある企業の 99.7％を中小企業が占めその数を規模別にみると 86.5％に当たる 

 384万社が小規模業者で中規模子行は 13.2％の 51万社、大企業はわずか 0.3％の 1万社となって 

 おり、小規模事業所の従業員は 1192万人で全体の 25.8％を占め働く人の四人に一人となっています 

 このような傾向は釧路地域も同じで経済を支え、雇用面などで果たす役割は重要で欠かすこのできな 

 い存在といえます。しかしこの 10年間の事業所数を見ると休廃業・解散同行は減少を続けており、 

 現在の社会にとって厳しい現在状況のもとで今後も継続、発展を目指すためには、どのような認識と 

 経営戦略が求められるのか一緒に考える機会にしたいと思います。 

 

 

■例会内容■ 
釧路市役所 産業振興部長  森 利文 講師 

「中小企業の現況と課題」御講義いただきました。 

1．経済センス 21.7から 産業別事業所数・産業別従事者数・従業員規模別構成・道内各都市の事業所数 

2．工業統計調査から 工業出荷額の推移・道内各都市の工業 

3．商業統計調査から 商店数、年間販売額・ 

4．産業に関するその他のデーター 水産（漁獲取扱い高）・観光客入込数 

5．釧路市労働基本調査報告書から 雇用形態別 産業別従業員構成・規模別の週労働時間 

上記 項目は、すべてグラフ化された資料で数字が目に見える形にてご教授頂いました。  

やむなく欠席された会員の中でご希望がれば 資料配布いたします 事務局まで連絡ください。 

 

 

■事務局連絡■ 
3月例会で転勤の為退会されました 寺澤会員から  

拝啓 釧路も春めいてきた今春、あすなろクラブの皆様におかれましてはますま 

すご健勝のこととお喜び申し上げます。この度、三年間という短い期間で 

はありましたが、多くの方と出会い楽しい思い出も沢山出来ました、釧路 

を離れることになり残念でなりません、皆さんから頂いた温かいお気持ち 

は忘れません、お礼を申し上げます。今後の皆様のご健康と一層のご活躍 

             を心よりお祈りいたします。 

 

 



 

 

■事務局連絡■(続き) 
 

  厳島神社例大祭「お手伝い」第一回目 打ち合わせが ４月 6日（月）PM6：30から 

  厳島神社社務所 2階で(食事あり)予定されております。 

  お手伝い 希望の方は、部会長までご連絡願います。 

 

 

■部会活動報告■    

         

第一部会 3月 9日 厳島神社 8名        第二部会  無 

第三部会 3月 11日 ふく亭  6名        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/ 

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


釧路あすなろクラブ 

4月例会のご案内 
      4月例会 前に 講師 乗山 徹 様 ホームページを一度ご覧ください。 

     http://www.fstcon.jp/ 
 

     例会終了後 講師 乗山 徹 様と親睦会を予定しています。 

     会場：釧路ｾﾝﾁｭﾘｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 1F ﾚｽﾄﾗﾝ  1名/3,000円  

 

■ 例会内容■   売上アップを諦めていませんか？ 

           『最新の販売促進を学ぶ』  

           講師 ファーストコンサルティング㈱ 

             代表取締役 乗山 徹  様  
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 4 月 23 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  4 月 17 日（金） 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 

親睦会  出席  ・  欠席 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 吉川克義  22-5719   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 

http://www.fstcon.jp/


 
 

                                      2015年 4月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 4月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  売上アップを諦めていませんか？『最新の販売促進を学ぶ』 

開催日時  平成 27年 4月 23日（木曜日） 午後 6時 30分～ 

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 4名  第二部会 7名  第三部会 7名  第四部会 8名 

      合計出席者数 26名（全 40名）  出席率 65.00％ 

 

■ 副会長挨拶■ 
みなさん 今晩は、本日も例会に参加いただき、ありがとうございます。 

この 2、3日暖かくなり春めいてきましたが、まだまだ朝晩は冷え込みますので 体調の管理に気を付けて

いただきたいと思います。みなさまご存じのように草島会長は戦いの真最中という事でございます。 

当クラブの会長でもありますので、皆様の中で力を貸していただける方がおりましたらよろしくお願い致

します。昨日、安倍首相と中国のシージンピン国家主席と会談できたという事で、日中関係に少しは明る

い兆しが出てきたのかと思いますし、その方向に向かってくれると良いなと思います。 

さて、本日の例会は「 ファーストコンサルティング 代表取締役 乗山徹(のりやまとおる) 」さまに依り

ます、あすなろクラブが 経済研修団体であるという 目的に沿った講師例会です。お話を参考にしていた

だき皆さんの会社の売り上げアップにつなげてどんどん 儲けていただきたいと思います。 

 

■例会内容■ 
ファーストコンサルティング㈱  代表取締役 乗山 徹 様 『最新の販売促進を学ぶ』 

① ターゲットに呼びかける：「○○にお住まいの方へ」とか「一日も早く 

風邪を治したい方へ」とか自分に関係のある商品だと感心のあることしか 

目に入れません。 

② お客様の声をそのまま使う：「えっ！デジカメがこんなに安く買えるん

だ」お客様の声は、エピソードです。エピソードや物語の方が伝わりやすくなるのです。 

SNSを使うなど販売促進に対して プロジェクターで ご教授いただきました。 

  ※乗山 様のブログにて 今回の例会のことがアップされています一度ご覧ください。 

 

■事務局連絡■ 
 ●福田会員 杉本会員 代表取締役社長に就任致しました。 

 ●新入会員 ㈱安全釧路営業所 木村拓哉さんが入会致しました。 

 ●草島会長より お母様の葬儀に対し お礼のあいさつが有りました。 

 ●厳島神社例大祭 神社委員長が谷口会員に決定致しました。 

 ●手帳の配布をしました。欠席された方は、5月例会で渡します。 

■部会活動報告■    

第一部会 4月 15日 厳島神社           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/ 

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


釧路あすなろクラブ 

5月例会のご案内 
       

 

 

■ 例会内容■   第一部会 担当例会 

       『釧路あすなろ町選挙』  

           信条を熱く語れ!! 

             速報! 本日投開票!  
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 5 月 21 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  5 月 16 日（土） 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 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 吉川克義  22-5719   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



 
 

                                      2015 年 5 月号 

平成 27 年度年間テーマ 『原点回帰』only one 経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27 年 5 月 例会報告 【第１部会担当例会】  
題  目  『釧路あすなろ町選挙』信条を熱く語れ!! 速報! 本日投開票! 

開催日時  平成 27 年 5 月 21 日（木曜日） 午後 6 時 30 分～ 

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 9 名  第二部会 6 名  第三部会 6 名  第四部会 9 名 

      合計出席者数 30 名（全 40 名）  出席率 75.00％ 

 

■ 会長挨拶■ 
 今季初めての部会発表の例会がｽﾀｰﾄしました。執行部が掲げた年間テーマについて会員にどの 

ように理解を深めることができたのか不安を抱く中、進められてきた第一部会の内容によってこ 

れからの当会の運営に多大な影響を与えることが予想されます。そのようなもとでﾌﾟﾚｯｼｬｰを跳ね 

除け自信に満ちたお顔を見ると、本日の発表には私だけでなく役員はじめ今後続く部会の皆さんに 

とっても緊張と期待の大きさを感じてなりません。どうか執行部の思いに応えて頂ける有意義な 

例会になりますよう願ってご挨拶と致します。 

 

■例会内容■ 
 今回 第 1 部会担当例会 『釧路あすなろ町選挙』が行われました。 

 候補者ご紹介   

 

郷土を愛し党                 仕事に撤し党 

 

候補者 菊池 吉郎 会員           候補者 谷口 耕二 会員 

                       後援者 中村 博  会員 

後援者 清水 尚也 会員               結城 太  会員 

 

          

         人と和す党            初の釧路あすなろ町選挙が行われました。 

                         各候補から釧路あすなろ町に対して熱い思い 

         候補者 吉田 良幸 会員    演説が行われました。また後援者からも候補者 

         後援者 前田 俊明 会員    を後押しする演説が行われ 3 人の候補者から 

             大槻 杉憲 会員    釧路あすなろ町長に谷口候補が当選されました。 

 

 

          [当選されました谷口町長 御挨拶] 

           ただいまご紹介頂いた、仕事に撤し党の谷口耕二です 

まずは、私たちの思いにご理解とご賛同を頂いた事に、お礼を申し上げます。 

今回の選挙（例会）の準備を通して私たち自身が、改めて気づかされた事が有り 

ます。『郷土を愛し・仕事に徹し・人と和す』．．．実は、それぞれが三者三様に独 

立して存在し得るものでは無く、どれ一つとして欠けてはいけない物だと言う事で 

す。『何を今更。そんな事は言うまでも無く当たり前じゃぁ無いか！』そんな声も聞 

こえて来そうですし、また、私達自身も、もっともっと深く深く考える時間を持 

てば良かったいう思いも有ります。今回の私達の発表を、お集まりの会員の皆様が 

どのようにとられたかは判りませんが、．．．私達一部会のメンバーにとっては、改 

めて、５３年前、釧路あすなろクラブ創立期の先輩諸氏が信条に込めた想いとその 

意味を、それぞれに考えると云う、価値ある時間を持たせて頂いた事が、私達にと 

って、一番の勉強だったと思います。 

 

本日は、一部会担当例会にお付き合い頂き有り難うございました。 



第一部会の皆様お疲れ様でした 

 

■事務局連絡■ 

 

   !重要! ７月例会日程及び会場変更のお知らせ 
 

       新日程 ７月３１日（金） 
 

       新会場 釧路市動物園 
 

    お間違えないようお願い申し上げます。 
 

■部会活動報告■   

第一部会 4/30・5/16 厳島神社     第二部会  無 

 

第三部会 無             第四部会 5/11・5/12 交流プラザ幸・5/21 ｷｬｽﾙﾎﾃﾙ 

■■ 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 

6月例会のご案内 
       

 

 

■ 例会内容■  第４部会 担当例会 

       『個を出せ』  

           スーパープレゼンテーション 

                       in kushiro 
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 6 月 18 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 15 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           
 

6 月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 吉川克義  22-5719   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



 
 

                                      2015年 6月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 6月 例会報告 【第 4部会担当例会】  
題  目  『個を出せ』スーパープレゼンテーション in kushiro 

開催日時  平成 27年 6月 18日（木曜日） 午後 6時 30分～ 

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 6名  第三部会 6名  第四部会 8名 

      合計出席者数 27名（全 40名）  出席率 67.5％ 

 

■ 会長挨拶■ 
         今年度のテーマにそってスタートした部会例会、5月の第一部会の例会は、いかが 

        だったでしょうか。選挙候補者、推薦人とともにしっかりとした政策内容を訴えると 

                共に候補者の熱意と人柄を紹介しその想いは、多くの会員に届けることができたでし 

                ょう、そして影響さめやらぬ 6月は、第 4部会が進めるところであり自己アピールを 

                中心に仲間の真実の姿を見ることができるでしょうか。毎回に引き結き期待に応えら 

                内容となることに確信し 御挨拶と致します。 

                      

■例会内容■ 
 今回 第 4部会担当例会 『個を出せ』スーパープレゼンテーション in kushiroが行われました。 

 

 

 

 

4部会 木元部会長のあいさつで始まり。佐藤会員・安代会員・宮崎会員・木元会員・本間会員 

東会員・草島会員・河村会員の順番で スライドを使い家族構成(昔の写真)や職歴など自己紹介 

あと釧路あすなろクラブの思い信条についてプレゼンして頂きました。 

第 4部会の皆様お疲れ様でした 

 

■事務局連絡■ 
●4部会本間会員の会社が移転になりました。 

 新住所：釧路市入江町 11番 19号（TEL/FAX番号に変更は、御座いません。） 

●6月 25日伊東良孝会員ご母堂様の葬儀で 15名の会員にお手伝い頂きました。ご苦労様でした。 

●クラブも半年が過ぎました。年会費は、なるべく早く納入お願いいたします。 

●7月例会の日程・会場・集合時間が変更になっています。 

ご注意願います 

 

■部会活動報告■   

第一部会 無              第二部会   

第三部会 無             第四部会 6/8・6/15交流プラザ幸 

■■ 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 

7月例会のご案内 
       

■ 例会内容■  『ハラハラドキドキ夜の動物園』家族同伴 

        雨天決行「悪天候の場合雨具は、各自ご持参下さい」 
              

■ 開催場所■   釧路市動物園 

■ 集合場所■   食事 有の方 山花温泉リフレ 

           無の方 動物園正門前(午後 7 時 10 分) 

    駐車場：西門前市営駐車場・リフレ駐車場は無料 

        正門前民間駐車場は有料で各自ご負担下さい。  
 

■日  時■   平成 27 年 7 月 31 日（金曜日） 

         食事  午後 6 時 30～ 

         例会  午後 7 時 10 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  7 月 25 日（土） 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           
 

7月例会  出席  ・  欠席 

同伴者   有   ･  なし 
  （同伴者会費 1名 460円 中学生以下 無料） 
 

食事    有   ･  なし 

同伴者   有   ･  なし 
      （同伴者食事代 1名 1,000円） 

     同伴者食事人数    人 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 吉川克義  22-5719   四部会 木元章義  25-7197 

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 猪俣 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 



 
 

                                      2015 年 7 月号 

平成 27 年度年間テーマ 『原点回帰』only one 経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27 年 7 月 例会報告 【執行部 担当例会】  
題  目  『ハラハラドキドキ夜の動物園』 

開催日時  平成 27 年 7 月 31 日（金曜日） 午後 6 時 30 分～ 

開催場所  釧路市動物園 

出 席 者  第一部会 4 名  第二部会 6 名  第三部会 6 名  第四部会 9 名 

      合計出席者数 25 名（全 40 名）  出席率 62.5％ 

 

■ 会長挨拶■ 
        今例会は、初めての屋外に出ての活動となりました。釧路市動物園は、市民に広く 

       利用 親しまれてきておりますが夜間の入園は、制限された時期しか開放されておらず 

       クラブ内でも認識が少なく事業の実施となったところです。また会員だけでなくご家族 

         も一緒に参加させてはどうかとの声からご案内をしたところ多くの参加者もあり大変喜 

んでいるのと同時に家族に当クラブの行う活動の一端を見てもらうことも有意義なこと 

ではと受け止めているところです。これからの夜行性動物の新発見をお楽しみ下さい。 

                     

■例会内容■ 
 今回 執行部担当例会 。夜の動物園まつりに行ってきました。 

動物園ボランティアスタッフの方に案内頂き 夜の動物園を見学しました 

アイスキャンドルや缶ドルアート(空き缶のｷｬﾝﾄﾞﾙ)など普段見られない展示もございます。 

参加できなかった方に ８月１５日(土曜日)夜の動物園まつり ございます 見学に行かれては！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事務局連絡■ 
●3 部会 吉川会員のお勤め先が変わりました。 

     島影建設株式会社 営業部長  住所：別海町別海 99 番地 43 

●クラブも半年が過ぎました。年会費は、なるべく早く納入お願いいたします。 

●8 月例会 JR に載るため時間厳守でお願いいたします。 
 

■部会活動報告■   

第一部会 無                      第二部会 無 

第三部会 7/17 東部通信商会             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/ 

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


釧路あすなろクラブ 

8月例会のご案内 
       

■ 例会内容■  『ルパン列車＆茅沼バーベキュー』家族同伴 
              

■ 開催場所■   憩いの家茅沼 

■ 集合場所■   釧路駅(改札前) 10 時 集合 
 

■日  時■   平成 27 年 8 月 23 日（日曜日） 

         行き：釧路駅 発    10 時 15 分 

            茅沼駅 着    10 時 52 分 

            (茅沼駅から送迎バスにて憩いの家へ) 

     ※ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ終了後 出発まで 2時間位自由時間が有ります。 

      憩いの家でお風呂も入れます。(実費) 

         帰り：憩いの家茅沼   15 時 15 分出発 

            茅沼駅 発    15 時 32 分 

            釧路駅 着    17 時 06 分 

     ※帰り塘路駅でダイヤ調整の為 55 分停車が有ります。 
 

■出欠連絡■  締め切り  8 月 17 日（月） 必着 
   

★出欠・同伴の有無に○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 

同伴者   有   ･  なし 
  （同伴者会費 1名 中学生以上 3,000円・小学生以下 1,500円） 
 

  同伴者人数 中学生以上  人・小学生以下    人 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 及川雅順  36-5673   四部会 木元章義  25-7197 

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 猪俣 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 



 
 

                                      2015年 8月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 8月 例会報告 【執行部 担当例会】  
題  目  『ルパン列車＆茅沼バーベキュー』家族同伴 

開催日時  平成 27年 8月 23日（日曜日）  

開催場所  憩いの家茅沼 

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

      合計出席者数 21名（全 40名）  出席率 52.5％ 

 

■ 会長挨拶■ 
         本日の例会は、釧路駅から標茶の茅沼駅間を臨時運行となるルパン列車で、私たち 

        だけの貸切で当会初の企画となりました。さらには、会員含めて家族の参加も呼び 

        かけたところ美しい奥様とかわいらしいお孫さんのご出席を頂き予想以上の盛り上が 

        りに期待を寄せるところです。日頃は、仕事に時間を費やすことの多い会員にとって 

          今日一日、ゆったりと流れる大自然と列車の旅を思う存分満喫し心身共にいやして頂 

          ければ幸いです。また お昼は、バーベキューやゲームなども準備されておりますの 

          でおおいに楽しんでください。 

                     

■例会内容■ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事務局連絡■ 
●クラブも半年が過ぎました。年会費は、なるべく早く納入お願いいたします。 

■部会活動報告■   

第一部会 8/4厳島神社                第二部会 8/25さかまる 

第三部会 8/10キャッスル 8/24キャスル       第四部会 8/4厳島神社 

 

■■ 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 

9月例会のご案内 
       

 

 

■ 例会内容■  第 3 部会 担当例会 

       『サクラ サク マチ』  

                 SSM プロジェクト 

                        
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 9 月 18 日（金曜日） 

         食事  午後 6 時～ 

         例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  9 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           
 

9 月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 及川雅順  36-5673   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



 
 

                                      2015 年 9 月号 

平成 27 年度年間テーマ 『原点回帰』only one 経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27 年 9 月 例会報告 【第 3 部会 担当例会】  
題  目  『サクラ サク マチ』SSM プロジェクト 

開催日時  平成 27 年 9 月 18 日（金曜日）  

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 5 名  第二部会 5 名  第三部会 8 名  第四部会 7 名 

      合計出席者数 25 名（全 40 名）  出席率 62.5％ 

■ 会長挨拶■ 
          私達執行部も早いもので 3 分 2 の行事を終えようとする中、9 月部会例会も限られ 

                 た時間を会員の知恵とﾘﾊｰｻﾙを充分に生かし、本日を迎えたところで期待とともに大 

                 変楽しみにしているところです。ここでﾏｽｺﾐ報道を中心に話題となっている安全保障 

                 関連法について少しお話させて頂きます。釧路市民の生活の生活を守る為には、行政 

         にとっても恒久平和は、共通の願いであると同時に大きな課題であることは言うまで 

         もありません。国際社会が激動する現在、国民の生命、財産を守る為にはどのような 

         方法や法律が必要なのか、国会において最も重要な議論が進められており、政権与党 

はじめ全ての政党は過去に経験した悲惨な戦争はすべきではないと言う精神は一緒です。しかし、その方法 

論に違いが存在する中目指す目的は同じであって誰一人戦争をする為に国会審議に参加している国会議員、 

そして釧路議会においておりません。どうか片寄った言動に感わされることなく見守って下さい。 

■例会内容■ 
 8 月例会は第二部会の担当例会になり吉川部会長からの趣旨説明・挨拶から始まりました。 

 

 

 

 

 

「街を愛する」「釧路愛する」あすなろクラブの精神に光を当てました。当クラブも地域に役立てるべく、 

「桜咲く北限の市」として美しい故郷を残すために、知恵を出し合いました。当クラブの先輩諸氏が行って 

参りました桜の植樹、この諸先輩の功績を讃えながら、過去を見直し、現在を見つめ、そして未来へ誇れる 

ような、釧路街を桜と言う樹を通して見届けて行きたいと言う思いから、本日の部会発表になりました。 

4 部構成の発表 

第 1 部「全国の桜」平野会員・杉本会員       第 2 部「道内の桜名所案内」服部会員・岩田会員 

第 3 部「釧路のサクラの現状」関川会員・久保下会員 第 4 部「30 年後の釧路」関川会員・久保下会員 

 

■事務局連絡■ 
●クラブも半年が過ぎました。年会費は、なるべく早く納入お願いいたします。 

■部会活動報告■   

第一部会 なし                    第二部会 9/10・9/24 ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙｵﾉﾃﾞﾗ 

第三部会 9/8 東部通信商会 9/16 ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 9/18 ゆず  第四部会 9/2 ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 

 

■■ 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 
       

■ 例会内容■  執行部担当例会 

         管外研修 宿泊例会  

       

■研修場所■   標津サーモンパーク 
 

■ 宿泊場所■   中標津マルエー温泉俵橋 
 

■日  時■   平成 27 年 10 月 24 日（土曜日） 

         集合場所 釧路ｾﾝﾁｭﾘｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ第 2 駐車場（東部漁協前） 

         集合時間    午後 12 時 15 分 

       バス出発時間    午後 12 時 30 分 

釧路町スポーツデポ立寄り致します 午後 12 時 45 分頃 

標津サーモンパーク到着 午後 15 時 00 分（1 時間程度研修） 

中標津マルエー温泉俵橋 午後 17 時 00 分到着予定 

宴会開始 午後 18 時 30 分 

10 月 25 日（日曜日）出発 午前 9 時 00 分 
 

■出欠連絡■  締め切り  9 月 16 日（金） 必着 
   

★出欠・バスの利用に○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 
 

バスの利用  する  ・  しない 
乗車場所に○を付けてください。 

 

釧路ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ第 2駐車場 ・ スポーツデポ  

 

乗用車で来る方参加 場所に○を付けてください。 
 

サーモンパーク ・ マルエー温泉 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 及川雅順  36-5673   四部会 木元章義  25-7197 

 



 
 

                                     2015 年 10 月号 

平成 27 年度年間テーマ 『原点回帰』only one 経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27 年 10 月 例会報告 【執行部 担当例会】  
題  目   管外宿泊研修『標津サーモンパーク視察』 

開催日時  平成 27 年 10 月 24 日（土曜日）～25 日（日曜日） 

視察場所  標津サーモンパーク 

宿泊場所  中標津マルエー温泉俵橋 

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

      合計出席者数 19 名（全 40 名）  出席率 47.5％ 

 

■ 会長挨拶■ 
          

皆様、お番で御座います。第 53 期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。中標津は、クラブ初ということであります。 

        今日は、多いに楽しんでそれぞれ親睦を深めてまいりましょう。 

                     

 

■例会内容■ 
 10 月の視察研修と致しまして 標津サーモンパークの見学を行いました。 

世界のサケ科魚類 30 種類以上の展示やサケの誕生から回帰までをスライド、ビデオ上映などを見学 

致しました。その後 宿泊先である中標津マルエー温泉俵橋に移動して 温泉につかり 夕食の宴会 

の席では、草島会長から毛蟹・福田会員からワイン・関川会員からワインの差し入れもあました。 

又ゲームでは、吉川会員・吉田会員の司会でビンゴや画伯を決めるゲームなどで盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事務局連絡■ 
 次期 第 54 期会長予定者は、小野寺英夫会員に決まりましたと齊藤選考副委員長から報告が有りました。 

■部会活動報告■   

第一部会 なし            第二部会 9/29 小野寺ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 

第三部会 なし             第四部会 なし 

 

■■ 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月例会のご案内 
       

 

 

■ 例会内容■  第 2 部会 担当例会 

       『起・承・転・結』  

          ～企業を活かし より良き明日へ～ 

                        
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 27 年 11 月 21 日（土曜日） 

         食事  午後 6 時～ 

         例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  11 月 17 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           
 

11 月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 及川雅順  36-5673   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



 
 

                                     2015 年 11 月号 

平成 27 年度年間テーマ 『原点回帰』only one 経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27 年 11 月 例会報告 【第 2 部会 担当例会】  
題  目  『起・承・転・結』～企業を活かし より良き明日へ～ 

開催日時  平成 27 年 11 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 6 名  第二部会 7 名  第三部会 4 名  第四部会 6 名 

      合計出席者数 23 名（全 40 名）  出席率 57.5％ 

 

■ 会長挨拶■ 
先月の管外宿泊研修では会員各位のご理解とご協力いただき無事終えることが誠に有難うございました。 

標津サーモンパーク施設内では、説明と見学を通じて大自然の中で逞しく生きるサケをはじめとする多様 

な動植物の生態系を学ぶことができました。 

そしてバスの運転手さんを含め車中はそれぞれに会話も弾み、宿泊先の親睦会においても市内例会とは、 

一味違う雰囲気のもとで会員間の交流を一層深めることができたことでしょう。 

本日は、第 2 部会の担当例会となっており楽しさと内容の充実に期待をするとともに机の上に置かれた 

マイナンバー制度の解説準は、個人、会社運営において身近かで今最も大切な新制度のスタートであり 

有意義な機会となるでしょう。 

■例会内容■ 
 11 月例会は、2 部会担当例会になり 冨山副部会長からの趣旨説明・挨拶から始まりました。 

 

 

 

 

 

テーマ起承転結から 

【起】2 部会発のコンセプト、今年度テーマの原点回帰 あすなろクラブ信条：冨山副部会長 

【承】人とｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝを上手くとる為の㊙テクニック：中島会員・小野寺会員・永田会員 

【転】それぞれの職種・職歴・各自信条 ：宮澤会員・久保会員・福田会員  

【結】サブテーマ ～企業を活かし より良き明日へ～から マイナンバーについて：福田会員 

各メンバーから自己紹介を交え発表が有りました。 

最後に 久保部会長から挨拶が有りました。 

2 部会の皆さんお疲れ様でした。 

■事務局連絡■ 
 次期 第 54 期会長予定・小野寺英夫会員から 

来期 資料作成の関係で名簿の名前・住所・役職・会社名など変更ある方は、年内に現執行部  

事務局 結城・猪俣まで ご連絡願います。 

■部会活動報告■   

第一部会 なし            第二部会 11/19 小野寺ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 

第三部会 なし             第四部会 なし 

■■ 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 

12月例会のご案内 
       

 

 

■ 例会内容■  感謝!感謝!の『忘年例会』 

          

                        
 

■ 開催場所■   釧路センチュリーキャッスルホテル 
 

 

■日  時■   平成 27 年 12 月 19 日（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 12 日（土曜） 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           
 

 

12 月例会  出席  ・  欠席 

 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 

一部会 吉田良幸  42-2021   二部会 久保隆雄 51-5099 

三部会 及川雅順  36-5673   四部会 木元章義  25-7197 

 

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 猪俣 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 

 

猪俣ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 ino-617@khaki.plala.or.jp】 携帯 090-1640-2139 
 



 
 

                                     2015年 12月号 

平成 27年度年間テーマ 『原点回帰』only one経営者を目指して！ 
 

■ 平成 27年 12月 例会報告 【執行部 担当例会】  
題  目   感謝！感謝！の『忘年例会』 

開催日時  平成 27年 12月 19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 6名  第二部会 6名  第三部会 9名  第四部会 8名 

      合計出席者数 29名（全 40名）  出席率 72.5％ 

 

■ 会長挨拶■ 
私達執行部例会も今日を持ってすべて行事を終えようとしています。この一年間を振り返り会員 

の皆様にはどのような歩みを残すことができたでしょか！ 

改めてクラブ運営に深いご理解とご協力を頂き厚く感謝と御礼を申し上げます。 

本日は、料理、食物をはじめ工夫を凝らした楽しいゲームも用意されておりますので大いに盛り上が 

り 会員同志の絆を一層強めて下さることを願いご挨拶とさせて頂きます。 

 

■例会内容■ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事務局連絡■ 
 平成２８年１月２３日（土曜日）釧路センチュリーキャッスルホテルにて第５４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皆様にご案内致します。 

 

■部会活動報告■   

第一部会 12/9とし子            第二部会 12/17さかまる 

第三部会 12/9鱗               第四部会 なし 

 

■■ 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/

