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疾病予防と治療月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 釧路ロータリーカップアイスホッケー大会報告会（担当：青少年委員会）
年末クリスマス家族会（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数　101 名

■ソングリーダー：清水　輝彦君

■ビジター　なし
■ゲスト　　釧路ローターアクトクラブ会長　星　　智也君
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　会計　小島　大輝君
　　　　　　武修館高等学校　教諭　　　　　藤田　修平様
　　　　　　武修館高校インターアクトクラブ　幹事長　土橋　茉弥さん　　
■ニコニコ献金
　　　　　　天方　智順君・・・メリークリスマス
　　　　　　後藤　公貴君・・・メリークリスマス
　　　　　　松井　聖治君・・・台湾から無事帰ってこれました。本日のクリスマス家族会よろしくお願い
　　　　　　　　　　　　　　　いたします。
　　　　　　土橋　賢一君・・・
　　　　　　五明　正吉君・・・
　　　　　　川本　和之君・・・無事、台湾から帰ってきました。
　　　　　　杉山　宏司君・・・クリスマス家族会、楽しみにしてました。
　　　　　　西村　智久君・・・
　　　　　　脇　　弘幸君・・・
　　　　　　舟木　　博君・・・無事、皆さんと台北中央 RCの周年に参加して参りました。

　今年度累計　387,000 円

　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。今年も家族例会
に多くのご家族の皆
さまに来ていただい
て本当にありがとう
ございます。
　今年はいつもと少
し違う年で、なにせ

吉田潤司ガバナーをわがクラブから輩出しておりま
す。いつにも増してご主人が長期に亘って家を空ける

とか、なかなか帰ってこない方がいらっしゃったかも
しれません。すべて吉田潤司ガバナーのせいでござい
ます。私もその後棒を担いだかもしれませんが、皆さ
んで、わがクラブ全員で忙しく吉田潤司ガバナーを支
えている結果・その過程だと思っております。
まだまだ終わったわけではありません。吉田ガバナー
は来年６月いっぱいまでの任期です。最後の６月には
ハワイでの世界大会もございます。いま絶賛、参加者
募集中です。もし、一緒に行ってもいいよという奥様
やメンバーがいらっしゃいましたら積極的に手を挙げ
ていただければと思います。

　さて、先週ですが、私たちの姉妹クラブ、台湾の台
北中央ロータリークラブの創立記念式典に 19人のメ
ンバーと佐藤貴之君夫人、うちの妻を合わせて 21人
で行って参りました。
なかなか面白い旅行でした。最終日、ちょっとトラブ
ルがありました。私がまず財布をホテルに置き忘れま
した。すぐに台北松山（ソンシャン）空港からホテル
まで取りに行って事なきを得ました。タクシーが映画
のタクシーみたいに思いっきり飛ばしてくれるのがす
ごくありがたかったです。「一安心」と思ったら、私
の妻が携帯を松山空港に忘れてしまいました。いろん
なことがあって、昨日やっと手元に戻りました。すべ
て、初日に五明さんが寝過ごしたせいです。何はとも
あれ、小船井パストガバナーをはじめ多くの皆さんで
行って参りました。楽しい旅行となりました。来年以
降も台北とのお付き合いが続きますので本当に楽しい
です。ぜひとも奥さま方、ご参加をよろしくお願いい
たします。　　
　もうひとつありまして、邵年度、脇年度、今年度の
３年間で取り組んできました 100％ポール・ハリス・
フェロー認証のバナーが届きました。（拍手）
吉田潤司ガバナーの年にこの認証を受けたことを本当
にありがたく思っています。本当に嬉しく思います。
ガバナー、ステージに上がっていただいて記念撮影さ
せていただきます。

吉田　潤司ガバナー
　私の年度の時に
100％なって、本当
にありがとうござい
ました。
　これは筒に入っ
て、アメリカ・エバ
ンストンから英語の
宅急便で来ました。

一体何が来たのかと思いましたらこれだったのです。
やっぱり受け取る人も英語ができないと駄目な時代に
なったなと思いました。届きましたので皆さんありが
とうございました。

天方　智順会長
３カ年で取り組んだひとつの成果を見て、本当に嬉し
く思います。
　さて、家族例会でございます。今日は皆さんと時間
の許す限り楽しくワイワイやりながらひと時を過ごし
たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（点鐘）

親睦活動委員会　得地　　哉君
　は～い、皆さん！
　メリークリスマ
ス！。声が小さいで
す、もう一度、メリー
クリスマス！　
ＯＫです。
これより年に１度の
楽しみ、釧路ロータ
リークラブクリスマス家族会を行います。
それでは早速、開会宣言をクラブ運営委員会・土橋大
委員長にお願いいたします。

開会宣言
クラブ運営委員会　土橋　賢一委員長

　皆さん、こんばん
は。メリークリスマ
ス！
本日は当釧路ロータ
リークラブのクリス
マスパーティーにお
越しいただきまして
ありがとうございま

す。本日は市橋委員長をはじめ親睦委員会の皆さんが
楽しい余興をご用意しております。プレゼントもたく
さん用意しております。時間の許す限り皆さんどうぞ
楽しんでいっていただきたいと思います。
それでは、
　　　　Let's Start To The Christmas party ！

次年度理事・役員のご紹介
　　　　　　舟木　博会長エレクト

　2020-2021 年度
の理事を紹介させて
いただきます。名前
を呼んだ方は一緒に
ご登壇をお願いいた
します。
はじめに、副会長・
土橋賢一君。私より

偉そうにしていますので何かあった時にはすぐ交代さ
せますのでよろしくお願いいたします。次に幹事の荒
井剛君。何かあった時には必ずお世話になります。次
にＳＡＡ・木下正明君。木下さんはすでに会長を経験
されておりますので何かあればいろいろ教えてくれる
と思います。次に会計の理事で甲賀伸彦さん。直前会
長の天方さん、お願いいたします。今回も台湾で楽し

く過ごさせていただきました。会長エレクト・杉村壮
平君、私の後ということで、歳の差がだいぶあります
けれどよろしくお願いいたします。次は大委員長のク
ラブ運営委員長で理事の滝越康夫さん、滝越さんは大
先輩で知らないことは何もないのでいろいろ聞いてお
世話になります。次
はクラブ広報・会員
組織委員長の清水輝
彦さん、お願いしま
す。清水先生にはさ
らに上を目指して頑
張ってもらいたいと
思います。次は奉仕
プロジェクト委員長・理事の高橋直人さん、お願いい
たします。次にロータリー財団・奨学推進委員長の柿
田英樹さん。以上のメンバーで来年頑張っていきたい
と思います。皆さん、よろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。
　昨年は、思い出しました慣れない挨拶ですっかりあ
がってしまって、皆さまに笑われてしまいました。今
年は会長エレクトということであちこち練習をしまし
て、少しはあがらなくなりましたので大丈夫だと思い
ます。
　本年度は吉田ガバナーが当クラブから輩出されて、
地区大会という大きな記念行事を無事終えられ、家族
の皆さんも本当に疲れたとお思いでしょう。来年は、
石田博司さんがガバナー補佐ということでＩＭを釧路
で主幹することになっております。また、東京オリン
ピックの年ということで、皆さんお忙しいとは思いま
すが今年と同様、次年度もご協力いただければ助かり
ます。
短い挨拶ですけれど、来年もまたよろしくお願いいた
します。

会長ノミニー挨拶　杉村　壮平君
　皆さん、こんばんは。先週の年次総会でご指名いた

だいたばかりです
が、2021-2022 年
度会長ノミニーの杉
村でございます。改
めて、よろしくお願
いいたします。
　皆さん、混同する
かもしれませんが舟

木会長年度の次でして、令和３年７月からの登板でご
ざいます。まだまだ先なのですが、準備期間というこ
とで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いい
たします。
　僕は平成 19年の入会です。何だかんだ言って 14
年目になりまして、年数だけいるのですが、本当に全

く分かっていなくて、ロータリーの皆さんからは恩を
受けるだけで何も返していないと痛感しております。
多少でもこの役目を引き受けさせていただいて、恩を
お返しできればと思っております。
　皆さんのご協力と、合わせて家族の皆さんのご協力
をいただきながら、楽しい充実した１年・年度にした
いと思っております。よろしくお願いいたします。
頑張ります、よろしくお願いいたします。

乾杯のご発声　脇　弘幸パスト会長
　皆さん、こんばん
は。脇でございます。
本日は 12月の何か
とお忙しい中、メン
バーをはじめ、この
ようにたくさんのご
家族の皆さま、そし
てインターアクトク

ラブ、ローターアクトクラブの方々にもご参加をいた
だきまして、大変ありがとうございます。
また、この年末クリスマス家族会の企画・準備、そし
て本日の運営を担当していただいております市橋委員
長をはじめ親睦活動委員会の皆さま、大変ありがとう
ございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年度は天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度が７月に勢いよくスタートしてから上期
が終わろうというところまで進んできました。この間、
クラブ、そして地区一丸となって取り組んだ地区大会
がございました。大変素晴らしい大会になったのでは
ないかと思います。そして、天方会長からもお話がご
ざいましたように、先週は台湾の訪問も無事終わった
ということで、上期は素晴らしい積極的な活動を続け
ているところでございます。この勢いを下期にもつな
げていただいて、来年６月までしっかりとやりきって
いただければと思います。
また、先ほどは次年度の舟木年度の役員・理事のご紹
介もございました。しっかりと準備していいスタート
切っていただければと思います。
今日はそんなことで、皆さんとともに楽しい時間を過
ごしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い
いたします。
さっそくではございますが乾杯をさせていただきま
す。それでは、天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度の益々のご活躍、そして、本日お集まり
の皆さんのご健勝・ご多幸を祈念申し上げまして、乾
杯ではなく、メリークリスマスで杯を上げたいと思い
ますのでご唱和をお願いいたします。
それでは、メリークリスマス！

・天方会長より子供達へプレゼント・
・理事余興・

・アトラクション（手品）・
・大抽選会・

・手に手つないで・

締めの挨拶　邵　　龍珍パスト会長
それでは、皆さんお疲れ様でした。
元気ですかー！
「元気があればロータリーを楽しむ、元気があれば家
族を大切にできる、そして元気があれば奥さまを愛せ
る」ということで、いつも皆さん元気でいてほしいと
思うのです。

僕がいつも挨拶する
ときは真面目ですか
ら常にアーカイブス
を見るのですよ。
アーカイブスを見な
がら「俺の出番があ
るのかな～」と思い
ながら自分の挨拶考

えるのですが、このクリスマス家族例会のアーカイブ
スを見ると、この締めの挨拶はエレクトがするんです
よ。これ、舟木先輩・エレクトの策略にハマったので
はないかなと思って。僕は、今日来て急に言われたの
ですよ。来て楽しもうと思ったが、ずぅ～っと１時間、
この挨拶を考えていたのです。でも、邵ちゃんはこの
数年で成長しました。言われても挨拶ができるように
なりましたので、今から真面目に挨拶したいと思いま
す。
　

今日は楽しいクリスマス例会で本当にありがとうござ
います。特に天方会長はじめ理事の皆さん、そして親
睦委員の皆さま、本当にありがとうございます。本当
に楽しかったです。子供たちを中心に奥さまのために
頑張っていただきたいなと思います。
　あまり長くなると「長い、長い」と脇さんに突っ込
まれるので、そろそろ本題に入ろうと思います。今回
のクリスマス家族例会は家族の皆さまに感謝の意味を
込めてやる唯一の例会、奥さまに対して、家族に対し
ての『ありがたい』という気持ちの例会でございます。
皆さん忘れていないですか？　吉田年度は地区大会が
終わったからってまだ終わっていないですよ。あと半
年あるのです。皆さん、三ツ石さんがいつも寂しく一
人でいますので、何かあれば事務局に寄ってあげてく
ださい。よろしくお願いいたします。
　そして、天方会長、半年、お疲れ様でした。今後の
半年を頑張ってもらって今後の発展を祈念いたしまし
て、そして舟木エレクトの次年度が１月から開始され
ますので粛々と半年勉強してもらって、次の年度に素
晴らしい釧路ロータリークラブを作っていただきたい
とご祈念申し上げまして、一本で締めたいと思います。
ご起立をよろしくお願いいたします。
それでは、釧路ロータリーの益々の発展とここにお越
しの皆さまのご多幸を祈念申し上げまして、一発で締
めたいと思います。ご唱和をよろしくお願いいたしま
す。
ありがとうございます。

会長の時間
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平君、私の後ということで、歳の差がだいぶあります
けれどよろしくお願いいたします。次は大委員長のク
ラブ運営委員長で理事の滝越康夫さん、滝越さんは大
先輩で知らないことは何もないのでいろいろ聞いてお
世話になります。次
はクラブ広報・会員
組織委員長の清水輝
彦さん、お願いしま
す。清水先生にはさ
らに上を目指して頑
張ってもらいたいと
思います。次は奉仕
プロジェクト委員長・理事の高橋直人さん、お願いい
たします。次にロータリー財団・奨学推進委員長の柿
田英樹さん。以上のメンバーで来年頑張っていきたい
と思います。皆さん、よろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。
　昨年は、思い出しました慣れない挨拶ですっかりあ
がってしまって、皆さまに笑われてしまいました。今
年は会長エレクトということであちこち練習をしまし
て、少しはあがらなくなりましたので大丈夫だと思い
ます。
　本年度は吉田ガバナーが当クラブから輩出されて、
地区大会という大きな記念行事を無事終えられ、家族
の皆さんも本当に疲れたとお思いでしょう。来年は、
石田博司さんがガバナー補佐ということでＩＭを釧路
で主幹することになっております。また、東京オリン
ピックの年ということで、皆さんお忙しいとは思いま
すが今年と同様、次年度もご協力いただければ助かり
ます。
短い挨拶ですけれど、来年もまたよろしくお願いいた
します。

会長ノミニー挨拶　杉村　壮平君
　皆さん、こんばんは。先週の年次総会でご指名いた

だいたばかりです
が、2021-2022 年
度会長ノミニーの杉
村でございます。改
めて、よろしくお願
いいたします。
　皆さん、混同する
かもしれませんが舟

木会長年度の次でして、令和３年７月からの登板でご
ざいます。まだまだ先なのですが、準備期間というこ
とで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いい
たします。
　僕は平成 19年の入会です。何だかんだ言って 14
年目になりまして、年数だけいるのですが、本当に全

く分かっていなくて、ロータリーの皆さんからは恩を
受けるだけで何も返していないと痛感しております。
多少でもこの役目を引き受けさせていただいて、恩を
お返しできればと思っております。
　皆さんのご協力と、合わせて家族の皆さんのご協力
をいただきながら、楽しい充実した１年・年度にした
いと思っております。よろしくお願いいたします。
頑張ります、よろしくお願いいたします。

乾杯のご発声　脇　弘幸パスト会長
　皆さん、こんばん
は。脇でございます。
本日は 12月の何か
とお忙しい中、メン
バーをはじめ、この
ようにたくさんのご
家族の皆さま、そし
てインターアクトク

ラブ、ローターアクトクラブの方々にもご参加をいた
だきまして、大変ありがとうございます。
また、この年末クリスマス家族会の企画・準備、そし
て本日の運営を担当していただいております市橋委員
長をはじめ親睦活動委員会の皆さま、大変ありがとう
ございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年度は天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度が７月に勢いよくスタートしてから上期
が終わろうというところまで進んできました。この間、
クラブ、そして地区一丸となって取り組んだ地区大会
がございました。大変素晴らしい大会になったのでは
ないかと思います。そして、天方会長からもお話がご
ざいましたように、先週は台湾の訪問も無事終わった
ということで、上期は素晴らしい積極的な活動を続け
ているところでございます。この勢いを下期にもつな
げていただいて、来年６月までしっかりとやりきって
いただければと思います。
また、先ほどは次年度の舟木年度の役員・理事のご紹
介もございました。しっかりと準備していいスタート
切っていただければと思います。
今日はそんなことで、皆さんとともに楽しい時間を過
ごしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い
いたします。
さっそくではございますが乾杯をさせていただきま
す。それでは、天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度の益々のご活躍、そして、本日お集まり
の皆さんのご健勝・ご多幸を祈念申し上げまして、乾
杯ではなく、メリークリスマスで杯を上げたいと思い
ますのでご唱和をお願いいたします。
それでは、メリークリスマス！

・天方会長より子供達へプレゼント・
・理事余興・

・アトラクション（手品）・
・大抽選会・

・手に手つないで・

締めの挨拶　邵　　龍珍パスト会長
それでは、皆さんお疲れ様でした。
元気ですかー！
「元気があればロータリーを楽しむ、元気があれば家
族を大切にできる、そして元気があれば奥さまを愛せ
る」ということで、いつも皆さん元気でいてほしいと
思うのです。

僕がいつも挨拶する
ときは真面目ですか
ら常にアーカイブス
を見るのですよ。
アーカイブスを見な
がら「俺の出番があ
るのかな～」と思い
ながら自分の挨拶考

えるのですが、このクリスマス家族例会のアーカイブ
スを見ると、この締めの挨拶はエレクトがするんです
よ。これ、舟木先輩・エレクトの策略にハマったので
はないかなと思って。僕は、今日来て急に言われたの
ですよ。来て楽しもうと思ったが、ずぅ～っと１時間、
この挨拶を考えていたのです。でも、邵ちゃんはこの
数年で成長しました。言われても挨拶ができるように
なりましたので、今から真面目に挨拶したいと思いま
す。
　

今日は楽しいクリスマス例会で本当にありがとうござ
います。特に天方会長はじめ理事の皆さん、そして親
睦委員の皆さま、本当にありがとうございます。本当
に楽しかったです。子供たちを中心に奥さまのために
頑張っていただきたいなと思います。
　あまり長くなると「長い、長い」と脇さんに突っ込
まれるので、そろそろ本題に入ろうと思います。今回
のクリスマス家族例会は家族の皆さまに感謝の意味を
込めてやる唯一の例会、奥さまに対して、家族に対し
ての『ありがたい』という気持ちの例会でございます。
皆さん忘れていないですか？　吉田年度は地区大会が
終わったからってまだ終わっていないですよ。あと半
年あるのです。皆さん、三ツ石さんがいつも寂しく一
人でいますので、何かあれば事務局に寄ってあげてく
ださい。よろしくお願いいたします。
　そして、天方会長、半年、お疲れ様でした。今後の
半年を頑張ってもらって今後の発展を祈念いたしまし
て、そして舟木エレクトの次年度が１月から開始され
ますので粛々と半年勉強してもらって、次の年度に素
晴らしい釧路ロータリークラブを作っていただきたい
とご祈念申し上げまして、一本で締めたいと思います。
ご起立をよろしくお願いいたします。
それでは、釧路ロータリーの益々の発展とここにお越
しの皆さまのご多幸を祈念申し上げまして、一発で締
めたいと思います。ご唱和をよろしくお願いいたしま
す。
ありがとうございます。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。今年も家族例会
に多くのご家族の皆
さまに来ていただい
て本当にありがとう
ございます。
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しの皆さまのご多幸を祈念申し上げまして、一発で締
めたいと思います。ご唱和をよろしくお願いいたしま
す。
ありがとうございます。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。今年も家族例会
に多くのご家族の皆
さまに来ていただい
て本当にありがとう
ございます。
　今年はいつもと少
し違う年で、なにせ

吉田潤司ガバナーをわがクラブから輩出しておりま
す。いつにも増してご主人が長期に亘って家を空ける

とか、なかなか帰ってこない方がいらっしゃったかも
しれません。すべて吉田潤司ガバナーのせいでござい
ます。私もその後棒を担いだかもしれませんが、皆さ
んで、わがクラブ全員で忙しく吉田潤司ガバナーを支
えている結果・その過程だと思っております。
まだまだ終わったわけではありません。吉田ガバナー
は来年６月いっぱいまでの任期です。最後の６月には
ハワイでの世界大会もございます。いま絶賛、参加者
募集中です。もし、一緒に行ってもいいよという奥様
やメンバーがいらっしゃいましたら積極的に手を挙げ
ていただければと思います。

　さて、先週ですが、私たちの姉妹クラブ、台湾の台
北中央ロータリークラブの創立記念式典に 19人のメ
ンバーと佐藤貴之君夫人、うちの妻を合わせて 21人
で行って参りました。
なかなか面白い旅行でした。最終日、ちょっとトラブ
ルがありました。私がまず財布をホテルに置き忘れま
した。すぐに台北松山（ソンシャン）空港からホテル
まで取りに行って事なきを得ました。タクシーが映画
のタクシーみたいに思いっきり飛ばしてくれるのがす
ごくありがたかったです。「一安心」と思ったら、私
の妻が携帯を松山空港に忘れてしまいました。いろん
なことがあって、昨日やっと手元に戻りました。すべ
て、初日に五明さんが寝過ごしたせいです。何はとも
あれ、小船井パストガバナーをはじめ多くの皆さんで
行って参りました。楽しい旅行となりました。来年以
降も台北とのお付き合いが続きますので本当に楽しい
です。ぜひとも奥さま方、ご参加をよろしくお願いい
たします。　　
　もうひとつありまして、邵年度、脇年度、今年度の
３年間で取り組んできました 100％ポール・ハリス・
フェロー認証のバナーが届きました。（拍手）
吉田潤司ガバナーの年にこの認証を受けたことを本当
にありがたく思っています。本当に嬉しく思います。
ガバナー、ステージに上がっていただいて記念撮影さ
せていただきます。

吉田　潤司ガバナー
　私の年度の時に
100％なって、本当
にありがとうござい
ました。
　これは筒に入っ
て、アメリカ・エバ
ンストンから英語の
宅急便で来ました。

一体何が来たのかと思いましたらこれだったのです。
やっぱり受け取る人も英語ができないと駄目な時代に
なったなと思いました。届きましたので皆さんありが
とうございました。

天方　智順会長
３カ年で取り組んだひとつの成果を見て、本当に嬉し
く思います。
　さて、家族例会でございます。今日は皆さんと時間
の許す限り楽しくワイワイやりながらひと時を過ごし
たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（点鐘）

親睦活動委員会　得地　　哉君
　は～い、皆さん！
　メリークリスマ
ス！。声が小さいで
す、もう一度、メリー
クリスマス！　
ＯＫです。
これより年に１度の
楽しみ、釧路ロータ
リークラブクリスマス家族会を行います。
それでは早速、開会宣言をクラブ運営委員会・土橋大
委員長にお願いいたします。

開会宣言
クラブ運営委員会　土橋　賢一委員長

　皆さん、こんばん
は。メリークリスマ
ス！
本日は当釧路ロータ
リークラブのクリス
マスパーティーにお
越しいただきまして
ありがとうございま

す。本日は市橋委員長をはじめ親睦委員会の皆さんが
楽しい余興をご用意しております。プレゼントもたく
さん用意しております。時間の許す限り皆さんどうぞ
楽しんでいっていただきたいと思います。
それでは、
　　　　Let's Start To The Christmas party ！

次年度理事・役員のご紹介
　　　　　　舟木　博会長エレクト

　2020-2021 年度
の理事を紹介させて
いただきます。名前
を呼んだ方は一緒に
ご登壇をお願いいた
します。
はじめに、副会長・
土橋賢一君。私より

偉そうにしていますので何かあった時にはすぐ交代さ
せますのでよろしくお願いいたします。次に幹事の荒
井剛君。何かあった時には必ずお世話になります。次
にＳＡＡ・木下正明君。木下さんはすでに会長を経験
されておりますので何かあればいろいろ教えてくれる
と思います。次に会計の理事で甲賀伸彦さん。直前会
長の天方さん、お願いいたします。今回も台湾で楽し

く過ごさせていただきました。会長エレクト・杉村壮
平君、私の後ということで、歳の差がだいぶあります
けれどよろしくお願いいたします。次は大委員長のク
ラブ運営委員長で理事の滝越康夫さん、滝越さんは大
先輩で知らないことは何もないのでいろいろ聞いてお
世話になります。次
はクラブ広報・会員
組織委員長の清水輝
彦さん、お願いしま
す。清水先生にはさ
らに上を目指して頑
張ってもらいたいと
思います。次は奉仕
プロジェクト委員長・理事の高橋直人さん、お願いい
たします。次にロータリー財団・奨学推進委員長の柿
田英樹さん。以上のメンバーで来年頑張っていきたい
と思います。皆さん、よろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。
　昨年は、思い出しました慣れない挨拶ですっかりあ
がってしまって、皆さまに笑われてしまいました。今
年は会長エレクトということであちこち練習をしまし
て、少しはあがらなくなりましたので大丈夫だと思い
ます。
　本年度は吉田ガバナーが当クラブから輩出されて、
地区大会という大きな記念行事を無事終えられ、家族
の皆さんも本当に疲れたとお思いでしょう。来年は、
石田博司さんがガバナー補佐ということでＩＭを釧路
で主幹することになっております。また、東京オリン
ピックの年ということで、皆さんお忙しいとは思いま
すが今年と同様、次年度もご協力いただければ助かり
ます。
短い挨拶ですけれど、来年もまたよろしくお願いいた
します。

会長ノミニー挨拶　杉村　壮平君
　皆さん、こんばんは。先週の年次総会でご指名いた

だいたばかりです
が、2021-2022 年
度会長ノミニーの杉
村でございます。改
めて、よろしくお願
いいたします。
　皆さん、混同する
かもしれませんが舟

木会長年度の次でして、令和３年７月からの登板でご
ざいます。まだまだ先なのですが、準備期間というこ
とで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いい
たします。
　僕は平成 19年の入会です。何だかんだ言って 14
年目になりまして、年数だけいるのですが、本当に全

く分かっていなくて、ロータリーの皆さんからは恩を
受けるだけで何も返していないと痛感しております。
多少でもこの役目を引き受けさせていただいて、恩を
お返しできればと思っております。
　皆さんのご協力と、合わせて家族の皆さんのご協力
をいただきながら、楽しい充実した１年・年度にした
いと思っております。よろしくお願いいたします。
頑張ります、よろしくお願いいたします。

乾杯のご発声　脇　弘幸パスト会長
　皆さん、こんばん
は。脇でございます。
本日は 12月の何か
とお忙しい中、メン
バーをはじめ、この
ようにたくさんのご
家族の皆さま、そし
てインターアクトク

ラブ、ローターアクトクラブの方々にもご参加をいた
だきまして、大変ありがとうございます。
また、この年末クリスマス家族会の企画・準備、そし
て本日の運営を担当していただいております市橋委員
長をはじめ親睦活動委員会の皆さま、大変ありがとう
ございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年度は天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度が７月に勢いよくスタートしてから上期
が終わろうというところまで進んできました。この間、
クラブ、そして地区一丸となって取り組んだ地区大会
がございました。大変素晴らしい大会になったのでは
ないかと思います。そして、天方会長からもお話がご
ざいましたように、先週は台湾の訪問も無事終わった
ということで、上期は素晴らしい積極的な活動を続け
ているところでございます。この勢いを下期にもつな
げていただいて、来年６月までしっかりとやりきって
いただければと思います。
また、先ほどは次年度の舟木年度の役員・理事のご紹
介もございました。しっかりと準備していいスタート
切っていただければと思います。
今日はそんなことで、皆さんとともに楽しい時間を過
ごしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い
いたします。
さっそくではございますが乾杯をさせていただきま
す。それでは、天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度の益々のご活躍、そして、本日お集まり
の皆さんのご健勝・ご多幸を祈念申し上げまして、乾
杯ではなく、メリークリスマスで杯を上げたいと思い
ますのでご唱和をお願いいたします。
それでは、メリークリスマス！

・天方会長より子供達へプレゼント・
・理事余興・

・アトラクション（手品）・
・大抽選会・

・手に手つないで・

締めの挨拶　邵　　龍珍パスト会長
それでは、皆さんお疲れ様でした。
元気ですかー！
「元気があればロータリーを楽しむ、元気があれば家
族を大切にできる、そして元気があれば奥さまを愛せ
る」ということで、いつも皆さん元気でいてほしいと
思うのです。

僕がいつも挨拶する
ときは真面目ですか
ら常にアーカイブス
を見るのですよ。
アーカイブスを見な
がら「俺の出番があ
るのかな～」と思い
ながら自分の挨拶考

えるのですが、このクリスマス家族例会のアーカイブ
スを見ると、この締めの挨拶はエレクトがするんです
よ。これ、舟木先輩・エレクトの策略にハマったので
はないかなと思って。僕は、今日来て急に言われたの
ですよ。来て楽しもうと思ったが、ずぅ～っと１時間、
この挨拶を考えていたのです。でも、邵ちゃんはこの
数年で成長しました。言われても挨拶ができるように
なりましたので、今から真面目に挨拶したいと思いま
す。
　

今日は楽しいクリスマス例会で本当にありがとうござ
います。特に天方会長はじめ理事の皆さん、そして親
睦委員の皆さま、本当にありがとうございます。本当
に楽しかったです。子供たちを中心に奥さまのために
頑張っていただきたいなと思います。
　あまり長くなると「長い、長い」と脇さんに突っ込
まれるので、そろそろ本題に入ろうと思います。今回
のクリスマス家族例会は家族の皆さまに感謝の意味を
込めてやる唯一の例会、奥さまに対して、家族に対し
ての『ありがたい』という気持ちの例会でございます。
皆さん忘れていないですか？　吉田年度は地区大会が
終わったからってまだ終わっていないですよ。あと半
年あるのです。皆さん、三ツ石さんがいつも寂しく一
人でいますので、何かあれば事務局に寄ってあげてく
ださい。よろしくお願いいたします。
　そして、天方会長、半年、お疲れ様でした。今後の
半年を頑張ってもらって今後の発展を祈念いたしまし
て、そして舟木エレクトの次年度が１月から開始され
ますので粛々と半年勉強してもらって、次の年度に素
晴らしい釧路ロータリークラブを作っていただきたい
とご祈念申し上げまして、一本で締めたいと思います。
ご起立をよろしくお願いいたします。
それでは、釧路ロータリーの益々の発展とここにお越
しの皆さまのご多幸を祈念申し上げまして、一発で締
めたいと思います。ご唱和をよろしくお願いいたしま
す。
ありがとうございます。

年末クリスマス家族会スナップ
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は来年６月いっぱいまでの任期です。最後の６月には
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の妻が携帯を松山空港に忘れてしまいました。いろん
なことがあって、昨日やっと手元に戻りました。すべ
て、初日に五明さんが寝過ごしたせいです。何はとも
あれ、小船井パストガバナーをはじめ多くの皆さんで
行って参りました。楽しい旅行となりました。来年以
降も台北とのお付き合いが続きますので本当に楽しい
です。ぜひとも奥さま方、ご参加をよろしくお願いい
たします。　　
　もうひとつありまして、邵年度、脇年度、今年度の
３年間で取り組んできました 100％ポール・ハリス・
フェロー認証のバナーが届きました。（拍手）
吉田潤司ガバナーの年にこの認証を受けたことを本当
にありがたく思っています。本当に嬉しく思います。
ガバナー、ステージに上がっていただいて記念撮影さ
せていただきます。

吉田　潤司ガバナー
　私の年度の時に
100％なって、本当
にありがとうござい
ました。
　これは筒に入っ
て、アメリカ・エバ
ンストンから英語の
宅急便で来ました。

一体何が来たのかと思いましたらこれだったのです。
やっぱり受け取る人も英語ができないと駄目な時代に
なったなと思いました。届きましたので皆さんありが
とうございました。

天方　智順会長
３カ年で取り組んだひとつの成果を見て、本当に嬉し
く思います。
　さて、家族例会でございます。今日は皆さんと時間
の許す限り楽しくワイワイやりながらひと時を過ごし
たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（点鐘）

親睦活動委員会　得地　　哉君
　は～い、皆さん！
　メリークリスマ
ス！。声が小さいで
す、もう一度、メリー
クリスマス！　
ＯＫです。
これより年に１度の
楽しみ、釧路ロータ
リークラブクリスマス家族会を行います。
それでは早速、開会宣言をクラブ運営委員会・土橋大
委員長にお願いいたします。

開会宣言
クラブ運営委員会　土橋　賢一委員長

　皆さん、こんばん
は。メリークリスマ
ス！
本日は当釧路ロータ
リークラブのクリス
マスパーティーにお
越しいただきまして
ありがとうございま

す。本日は市橋委員長をはじめ親睦委員会の皆さんが
楽しい余興をご用意しております。プレゼントもたく
さん用意しております。時間の許す限り皆さんどうぞ
楽しんでいっていただきたいと思います。
それでは、
　　　　Let's Start To The Christmas party ！

次年度理事・役員のご紹介
　　　　　　舟木　博会長エレクト

　2020-2021 年度
の理事を紹介させて
いただきます。名前
を呼んだ方は一緒に
ご登壇をお願いいた
します。
はじめに、副会長・
土橋賢一君。私より

偉そうにしていますので何かあった時にはすぐ交代さ
せますのでよろしくお願いいたします。次に幹事の荒
井剛君。何かあった時には必ずお世話になります。次
にＳＡＡ・木下正明君。木下さんはすでに会長を経験
されておりますので何かあればいろいろ教えてくれる
と思います。次に会計の理事で甲賀伸彦さん。直前会
長の天方さん、お願いいたします。今回も台湾で楽し

く過ごさせていただきました。会長エレクト・杉村壮
平君、私の後ということで、歳の差がだいぶあります
けれどよろしくお願いいたします。次は大委員長のク
ラブ運営委員長で理事の滝越康夫さん、滝越さんは大
先輩で知らないことは何もないのでいろいろ聞いてお
世話になります。次
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思います。次は奉仕
プロジェクト委員長・理事の高橋直人さん、お願いい
たします。次にロータリー財団・奨学推進委員長の柿
田英樹さん。以上のメンバーで来年頑張っていきたい
と思います。皆さん、よろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。
　昨年は、思い出しました慣れない挨拶ですっかりあ
がってしまって、皆さまに笑われてしまいました。今
年は会長エレクトということであちこち練習をしまし
て、少しはあがらなくなりましたので大丈夫だと思い
ます。
　本年度は吉田ガバナーが当クラブから輩出されて、
地区大会という大きな記念行事を無事終えられ、家族
の皆さんも本当に疲れたとお思いでしょう。来年は、
石田博司さんがガバナー補佐ということでＩＭを釧路
で主幹することになっております。また、東京オリン
ピックの年ということで、皆さんお忙しいとは思いま
すが今年と同様、次年度もご協力いただければ助かり
ます。
短い挨拶ですけれど、来年もまたよろしくお願いいた
します。

会長ノミニー挨拶　杉村　壮平君
　皆さん、こんばんは。先週の年次総会でご指名いた

だいたばかりです
が、2021-2022 年
度会長ノミニーの杉
村でございます。改
めて、よろしくお願
いいたします。
　皆さん、混同する
かもしれませんが舟

木会長年度の次でして、令和３年７月からの登板でご
ざいます。まだまだ先なのですが、準備期間というこ
とで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いい
たします。
　僕は平成 19年の入会です。何だかんだ言って 14
年目になりまして、年数だけいるのですが、本当に全

く分かっていなくて、ロータリーの皆さんからは恩を
受けるだけで何も返していないと痛感しております。
多少でもこの役目を引き受けさせていただいて、恩を
お返しできればと思っております。
　皆さんのご協力と、合わせて家族の皆さんのご協力
をいただきながら、楽しい充実した１年・年度にした
いと思っております。よろしくお願いいたします。
頑張ります、よろしくお願いいたします。

乾杯のご発声　脇　弘幸パスト会長
　皆さん、こんばん
は。脇でございます。
本日は 12月の何か
とお忙しい中、メン
バーをはじめ、この
ようにたくさんのご
家族の皆さま、そし
てインターアクトク

ラブ、ローターアクトクラブの方々にもご参加をいた
だきまして、大変ありがとうございます。
また、この年末クリスマス家族会の企画・準備、そし
て本日の運営を担当していただいております市橋委員
長をはじめ親睦活動委員会の皆さま、大変ありがとう
ございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年度は天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度が７月に勢いよくスタートしてから上期
が終わろうというところまで進んできました。この間、
クラブ、そして地区一丸となって取り組んだ地区大会
がございました。大変素晴らしい大会になったのでは
ないかと思います。そして、天方会長からもお話がご
ざいましたように、先週は台湾の訪問も無事終わった
ということで、上期は素晴らしい積極的な活動を続け
ているところでございます。この勢いを下期にもつな
げていただいて、来年６月までしっかりとやりきって
いただければと思います。
また、先ほどは次年度の舟木年度の役員・理事のご紹
介もございました。しっかりと準備していいスタート
切っていただければと思います。
今日はそんなことで、皆さんとともに楽しい時間を過
ごしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い
いたします。
さっそくではございますが乾杯をさせていただきま
す。それでは、天方会長年度、そして 2500 地区吉田
ガバナー年度の益々のご活躍、そして、本日お集まり
の皆さんのご健勝・ご多幸を祈念申し上げまして、乾
杯ではなく、メリークリスマスで杯を上げたいと思い
ますのでご唱和をお願いいたします。
それでは、メリークリスマス！

・天方会長より子供達へプレゼント・
・理事余興・

・アトラクション（手品）・
・大抽選会・

・手に手つないで・

締めの挨拶　邵　　龍珍パスト会長
それでは、皆さんお疲れ様でした。
元気ですかー！
「元気があればロータリーを楽しむ、元気があれば家
族を大切にできる、そして元気があれば奥さまを愛せ
る」ということで、いつも皆さん元気でいてほしいと
思うのです。

僕がいつも挨拶する
ときは真面目ですか
ら常にアーカイブス
を見るのですよ。
アーカイブスを見な
がら「俺の出番があ
るのかな～」と思い
ながら自分の挨拶考

えるのですが、このクリスマス家族例会のアーカイブ
スを見ると、この締めの挨拶はエレクトがするんです
よ。これ、舟木先輩・エレクトの策略にハマったので
はないかなと思って。僕は、今日来て急に言われたの
ですよ。来て楽しもうと思ったが、ずぅ～っと１時間、
この挨拶を考えていたのです。でも、邵ちゃんはこの
数年で成長しました。言われても挨拶ができるように
なりましたので、今から真面目に挨拶したいと思いま
す。
　

今日は楽しいクリスマス例会で本当にありがとうござ
います。特に天方会長はじめ理事の皆さん、そして親
睦委員の皆さま、本当にありがとうございます。本当
に楽しかったです。子供たちを中心に奥さまのために
頑張っていただきたいなと思います。
　あまり長くなると「長い、長い」と脇さんに突っ込
まれるので、そろそろ本題に入ろうと思います。今回
のクリスマス家族例会は家族の皆さまに感謝の意味を
込めてやる唯一の例会、奥さまに対して、家族に対し
ての『ありがたい』という気持ちの例会でございます。
皆さん忘れていないですか？　吉田年度は地区大会が
終わったからってまだ終わっていないですよ。あと半
年あるのです。皆さん、三ツ石さんがいつも寂しく一
人でいますので、何かあれば事務局に寄ってあげてく
ださい。よろしくお願いいたします。
　そして、天方会長、半年、お疲れ様でした。今後の
半年を頑張ってもらって今後の発展を祈念いたしまし
て、そして舟木エレクトの次年度が１月から開始され
ますので粛々と半年勉強してもらって、次の年度に素
晴らしい釧路ロータリークラブを作っていただきたい
とご祈念申し上げまして、一本で締めたいと思います。
ご起立をよろしくお願いいたします。
それでは、釧路ロータリーの益々の発展とここにお越
しの皆さまのご多幸を祈念申し上げまして、一発で締
めたいと思います。ご唱和をよろしくお願いいたしま
す。
ありがとうございます。
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