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月間テーマ

疾病予防と治療月間

本日のプログラム

令和元年釧路ロータリアン重大ニュース報告会（担当：プログラム委員会）

次週例会

新年交礼会（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「それでこそロータリー」
■会員数

■ソングリーダー：得地

哉君

101 名

■ビジター
■ゲスト

なし
なし

■ニコニコ献金

池田いずみ君・・・専門は抹茶ですが、番茶の味にデビューさせていただきました。
栗林 延次君・・・

今年度累計 589,000 円

会長の時間

天方

智順会長

皆さん、こんにち

は。この２カ月ばか
り台北も行きました
し、個人的にＪＡＬ
のステータスを取り
たくて無駄に飛行機
乗りまくっていたも

吉田君はもういないのです。携帯に電話して「何です

か」、「おい」と一言だけ言いました。本当に『それで
こそロータリー』を実感した時でございます。

今年の１年の世相を代表する漢字一文字ということ

で、令和の『令』が選ばれたようです。それとは別に、

「皆さん、自分の一文字は」と言われて、それぞれお
考えあると思います。

私的には漢数字の『一』なのです。まず令和元年は

のです。最後に先週

『一』ですよね、こじつけかもしれませんが。盛り上がっ

した。日曜日に８度５分位まで下がって、何とか修行

とで『一』です。そして、やっぱり一生に一度の会長

の土曜日に大阪行ったらいきなり９度３分の熱が出ま
僧のように飛行機に乗って釧路帰ってきました。月曜
日に少し気になったものですから病院に行ったら案の
定、インフルエンザでした。

年の瀬に本当に情けないもので、昨日までの謹慎処分
で自宅にいて軟禁状態でした。

何もすることもないのというのは辛いもので、いろ

いろ撮り貯めしてあったビデオとか、積読してあった

たラグビーのワールドカップでもワンチームというこ
年度ということで漢数字の『一』を私の今年の一字に
したいと思っています。

半年、おかげさまで皆さまに支えられながらここま

で来ることできました。本当に感謝いたします。これ
で決して終わりじゃないので、あと半分、頑張りたい
と思います。

最後に独断と偏見なのですが、今ここで申し上げる

本とかを読ませていただいて、それなりに良い時間

ことはできませんが、松並会員が今日で出席が最後に

大阪に行く飛行機で、前の方の席に見たことのある髪

皆さん、本当に何も言わずに松並会員に拍手を送って

だったなと思います。皆さんもお気をつけください。
型の人がいて、誰かなと。やっぱり彼だ、吉田英一君。

『それでこそロータリー』に書いてある「見つけた時

には『おい』と呼ばないといけない」と思って、飛行
機を降りて追っかけたのですが、ちょっと風ですでに

なるようです。

あげてください。

長年にわたるご尽力、本当にありがとうございました。
これをもちまして、本年度ではなく今年最後の会長挨
拶とさせていただきます。ありがとうございます。

本日のプログラム ■
令和元年釧路ロータリアン重大ニュース報告会
■

プログラム委員会

池田 いずみ 委員長

がちょうど今週の月曜日に重大ニュースを出していた
からでありまして、それをすぐピンときたから受けら
れるのであります。

北海道新聞を見ますと、国内ニュースのトップは『新

こんにちは。プロ

元号「令和」と退位と即位』と書いてありました。二

です。本日は令和元

杯日本開催、初の８強』とまとめています。それから

グラム委員会の池田
年釧路ロータリーク
ラブ『ロータリアン
重大ニュース』とい
うことでご報告させ

番目は『五輪マラソン札幌へ』。三番目『ラグビーＷ

道内ニュースですと、一番に『知事に新人・鈴木氏』。
二番『サンマ漁船転覆１人死亡、７人不明』と出して
います。

若干、違和感がありますのは五輪マラソンが札幌開

ていただきます。ア

催というのは道内ニュースじゃないのかと。仮にこれ

ございます。また、本日の内容につきましては、非常

札幌でマラソンやる、さぁ、どっちを道内トップにし

ンケートにご協力いただきました皆さま、ありがとう
に個人的な情報も多いものですからホームページでの
掲載内容にはご配慮いただきますよう、予めお願い申
し上げます。

まず、はじめに釧路ロータリークラブ『ロータリア

ンが選ぶ今年の重大ニュース』についてです。

ラグビーワールドカップベスト８、改元「平成から令
和へ」、相次ぐ台風被害、子どもの虐待・死亡事件、

高齢ドライバーによる事故、日韓関係、香港での動乱
等が挙げられました。

ラグビーワールドカップベスト８については熊谷会

員、西村会員が選んでいらっしゃっています。改元に
ついては日銀の熊谷会員。相次ぐ台風被害、子どもの
虐待・死亡事件、高齢ドライバーによる事故は土橋会

を道内ニュースに含めますと、知事に鈴木知事誕生と
ましょうか。どう思われますか。マラソンも話題性が
あるけれど、やっぱり重大性で言うと『1６年ぶりに

新知事誕生』でしょうかね。そんなことがあります。
それからいろいろありまして『札幌住宅街にヒグマが
出た』とか、先ほども出ていました幼児虐待で『札幌
の２歳女児虐待死』６月５日。『サロマで５月に 39.5

度』という気温の話もありました。それから『道内７
空港民営化「ＨＫＫ連合」』、『知事ＩＲ誘致見送り』
といったようなことが大きいかなと思います。

でも、釧路にいますと『ＩＷＣ脱退によって商業捕鯨
が始まった』も入れておきたい道内ニュースだろうと
思っています。

それから国内、やっぱり『新元号、平成から令和へ』

員から社会問題を３点選んでいただいております。日

は揺るがないところでしょう。あとは『消費税 10％』

水幸彦会員から挙げていただきました。

放火』は悲しい事件としてありました。36 人が亡く

韓関係について西村会員、香港での動乱については清
ここで今年のニュースということで、北海道新聞社

釧路支社長・菅原会員の方からお話いただきたいと思
います。

下に薄く書いておりますが、昨日の午後に急にお願い
し、 快くお引き受けいただきました。すみません、
よろしくお願いいたします。
北海道新聞社

釧路支社長

菅原でございま

というのは大きいですか。それから、『京都アニメの

なった、そして容疑者も入院しているということです。
それから、台風がやっぱり大きかったですね。びっく
りしましたね。『狩野川台風以来の大きさの台風』で

した。あと、
『閣僚辞任相次ぐ』というのがありました。
閣僚が辞めた割には幕引き上手であまり話題にならな
かった。『首里城が全焼』したという大きなニュース

もありまして、国内ニュースですとそんなところが大
菅原

淳君

す。出席率 33.3％、
反省しております。

きいかもしれません。あと、『大阪なおみさん、世界

ランキング１位』も明るいニュースとして挙げておき
たいところですね。

国際ニュースですと今も出ていましたように『日韓

私の重大ニュース、

関係の悪化』『香港で大規模デモ』がたしかに挙げら

めるのを辞めたこ

のＥＵ離脱』、総選挙をやり保守党が勝って、１月末

今年は髪を白く染
とが重大ニュース
でした。５月７日

が最後で、それ以降染めていませんから７カ月くらい
でこのくらい白くなっております。もう少し白くする
つもりですので、よろしくお願いいたします。

昨日の午後に言われても対応できるのは北海道新聞

れております。個人的には『ブレグジット、イギリス
の脱退がほぼ確実、いよいよそういうことになるのか。
これが景気にどういう影響を及ぼしていくのかが非常
に気になるところであります。

トランプさんは今年も大活躍でいくつも出ていま

す。『ＩＮＦ廃棄条約を破棄した』、中距離・核戦力を
破棄するということですね。ロシアが違反しているか

らうちは辞めるよということです。それから『アメリ

14 日で、今から 120 年前くらい前に弊社が初めて世

2020 年は選挙の年ですからトランプさんは選挙のた

変わり、自動車保険は当たり前のものになっています

カと中国の貿易摩擦』が緊張したり、緩んだり。

めにいろんなことを出してくる年になるだろうと思い
ます。『トランプさん、弾劾を訴追』という話もあり

ました。ゴラン高原のイスラエル主権を承認するとい
う、これも非常に世界の緊張あおるようなことですけ
れども。一方で板門店に行って北朝鮮への国境線を超

の中に自動車保険出したのが始まりです。今は環境が
が、当時はまだ保険に入る感覚がなかった時代に「対
人 1,000 万円」からスタートしたのでございます。

今は皆さん自動車保険をしっかりとお付けいただいて
いると思います。

また、最近ですと新しいリスク、サイバー攻撃など、

えてみるパフォーマンスもあった。なかなか面白かっ

時代が変わりまして世の中が関心をもつリスクもずい

いろんなことがあった平成 31 年から令和元年にかけ

変化にも応えられるような保険会社を目指していきた

たこともあったんじゃないかと思います。

ての動きでありますけれども、そういうニュースを引
き続き北海道新聞は報道してまいりますので、どうぞ

ぶん変わってきていると思っています。そんな時代の
いと思っております。

ご不安な点がありましたら少しでもロータリーの皆

よろしくお願いいたします。

さまのお役に立ちたいと思っております。何なりとご

ニュース解説終わらせていただきます。ありがとうご

します。以上でございます。

ということでまとめさせていただいて、今年の

ざいます。

相談いただければと思います。どうぞよろしくお願い

プログラム委員会 池田 いずみ委員長
プログラム委員会

池田 いずみ委員長

菅原会員、急な対応いただきありがとうございまし

た。

ここからは会社・ご家族・ご自身のニュースです。事
前にお願いしていたのは菅原会員だけでございまし

て、これから急ですが、ご指名させていただきますの
で、ご登壇の上お話をいただければと思います。

ありがとうございました。台風の話題につきまして

は須藤会員からです。「宮古島分院のクーラー、外付

け機が台風でぶっ飛び、沖縄の台風にびっくり」とい
うことでした。いらっしゃったら、ぜひお話を伺いた
いところですが今日は欠席ですので、また後日、伺わ
せていただきたいと思います。

続きましてご家族のニュースです。孫の誕生、娘の

アンケートをいただいた上にご指名させていただくの

入籍、次男の税理士試験合格、長女がピアノコンクー

ます。

なたでしょう？

は甚だ恐縮ではございますが、よろしくお願いいたし
自社のニュースということで、創立 140 周年、沖縄
の台風というのがございます。創立 140 周年、杉浦
会員よろしくお願いいたします。
杉浦

裕之君

ル全国大会優勝、長男が私立難関中学合格。さて、ど
お孫さんのご誕生は、吉田ガバナーがお二人目ご誕

生、あと吉田会員が９人目ということで、おめでとう
ございます。ここには載せてはいないですが、恐らく
ご家族増えた方はたくさんいらっしゃると思います。

皆さまに支えられ

ながら記念すべき令
和元年８月１日に弊
社は創立 140 周年

迎えることができま
した。皆さま、今後
ともお引き立ていた

だきまして、200 年、

300 年と、いざという時に役に立てる会社を目指し

てまいりたいと思います。引き続きどうぞよろしくお
願い申し上げます。

もう一つ話題を付け加えさせていただきます。間も

なく２月 14 日になりますとバレンタインデーという

娘さんのご入籍、中島会員。次男の税理士試験合格、
青田会員ということです。ご家族のことで杉浦会員の
お嬢様が全国大会ピアノコンクール優勝です。「父親

が単身赴任をしていても子供たちはしっかり育つ嬉し
さと寂しさも」というコメントいただいております。
続きまして、ご自身のニュースです。肩の腱を断絶。
家庭菜園に挑戦。釧路支店に勤務、が２つ。夫婦でイ
ンド旅行。フランスのルルド訪問を旅する。続きまし
て、人生初のホールインワン。母校・釧路江南高校の

創立 100 周年。今年観戦したスポーツ、応援したチー
ムがすべて敗戦。お客様主催を含めゴルフコンペで６
回優勝。単身赴任でカレーが作れるようになった。マ
イナス 21 度体験。などです。

皆さん、お名前オープンしてよろしいでしょうか。

ことで、男性陣は少しソワソワする時期が来るのかと

「肩の腱を断絶」は吉田ガバナーです。「痛くて地獄の

実はこの２月 14 日は自動車保険誕生の日と言われ

２か月入院』と言われ、時間がかかるけれどもリハビ

思います。

ております。世の中に自動車保険が誕生したのが２月

苦しみでした。３月頃、肩の腱を断絶し『手術すると
リで治そうと。やっとまっすぐ腕が上がるようになり

ました」ということです。どうぞお大事にしてくださ
い。

した。

「杉村、最近、瘦せたのじゃないの」と言われてい

家庭菜園に挑戦は青田会員、釧路支店に転勤は熊谷

るのですが、その５月にインドから帰って２週間くら

十何年前にインド旅行をしたことがありまして、ぜひ

それを今キープしている状態でございます。そんなイ

会員です。夫婦でインド旅行は杉村会員です。私も二
よろしければ今のインドのお話を聞かせていただきた
いと思いますが、よろしいでしょうか。

い食当たりが続いて４〜５kg 減ったのですよ。僕は
ンド旅行でした。

プログラム委員会 池田 いずみ 委員長
杉村

壮平君

皆さん、こんにち

は。インド旅行、話
せば長いので手短に

ありがとうございました。

続きまして、小野寺会員。ぜひ、お願いしたいと思い
ます。

いきますが、ご存知

小野寺 俊君

ちの息子がインドの

こういった形で進

して、その卒業式が

てはいなかったの

の方はご存知で、う
学校に行っておりま
この５月にありましたものですから、弾丸ツアーでイ
ンドに行ってきました。

ムンバイという所に全日空さんが通っていますの

で、直通、８時間くらいで行けます。ムンバイからジー

皆さま、こんにちは。小野寺でございます。まさか

行されるとは思っ
で、好き勝手なこ
とを書いて出して
しまいました。

去る 10 月 18 日、

プを予約して。その学校はムンバイから車で４時間く

人生初のホールイ

ですが、２泊３日くらい現地滞在で、弾丸ツアーで行っ

にラウンドもしないし、大した上手くないのでゴルフ

らい山の中に入っていって、山の上にドーンとあるの
てきました。

ただ、インドは伝えきれませんが、人がすごかった

り、車の交通ルールがほとんどない状態でクラクショ
ンを鳴らすのが当たり前で「ビ・ビ・ビ」とすごい音

ンワンを達成することができました。私、年間そんな
保険に入っていなくて、偉いことになっております。
ついこの間、東京海上さんにゴルフ保険のお見積りを
いただいたところでございます。

二つ目、その次の日ですが、私が卒業した釧路江南

で車が行き来しています。ちょっと向こうへ行くとス

高校創立 100 周年の式典をさせていただきました。

ラム街があって、「死んでいるのかな」くらいの人が

集めなどをさせていただきまして、当クラブの皆さん

ラム街が頻繫にあります。すごいバラックの広大なス
道端に寝転がっている風景があちこちでありました。
交差点で止まると、ガリガリに瘦せたお母さんが子

供を抱いて、車をノックしてくるのです。「お金ちょ
うだい」と本当に 20 人、30 人くらいがずらーッと

出てきます。そのようなことでカルチャーショックを
受けて帰ってきました。

話すことはいろいろあるいのですが、夫婦として食

当たりに気を付けておりました。最善の注意を払って、

「歯磨きするのもミネラルウォーターでなきゃダメだ
よ」と言われ、やっていました。「果物もダメだよ、

氷もダメだよ、アイスクリームみたいのもダメだよ」
と言われていたのです。

それを注意して最後の最後の日、帰る夜に、かなりグ
レードの良いホテルで安心をして糸がちょっと切れ

て、それでもフレッシュジュース飲んだくらいなので

約３年前から副実行委員長として企画とか特に寄付金
からもたくさんのご寄付、またご協力いただきました
ことを改めてお礼を申し上げるところでございます。
そして、最後。今年観戦したスポーツ、応援したチー
ムがすべて敗戦でした。４月のレバンガ北海道の釧路
開催を見に行って、負けました。これは相手チームが
千葉ジェッツという割と強豪チームで、これは仕方が
ないところです。５月か６月に札幌出張の際の日ハム
戦、最下位だったオリックスと対戦して負けました。
夏になり、今年からひがし北海道クレインズのスポン
サーに少し参加していたこともあり、出入りしている
選手から「開幕戦を見に来てください」ということで
行きました。負けました。それから１週間後の日本ハ
ムの釧路開催。２日連続、会社の休みを取って行き、
２連敗。

いい加減にしてくれという感じなのですが、その次

すよ。綺麗なフレッシュジュース、野菜ジュースみた

が 11 月、フットサルのエスポラーダ北海道が釧路で

それで一気に二人ともきまして、帰りの飛行機では８

見に行ったのです。すごく面白かったのですが負けま

いのを「これなら大丈夫だろう」と飲んだのですが、
時間の中でトイレに 10 回くらいは通って帰ってきま

湘南ベルマーレと試合するということでこれも初めて
した。

クレインズの選手が来た時にそんな話と 12 月の頭

に東京に出張があることを話したら「社長、全日本選

石鍋 「わかりました。住所を調べてみますね、炉端・

い」と言われて、「わかった」と言って行ったのです。

実施しますね」

手権が東伏見であるので券を送るから見に来てくださ
東伏見のアイスアリーナは大学以来 30 年ぶりに行っ

て、駅前がリンクという良いロケーションだったので

すが、先行されて追い付いて、先行されて追い付いて、

鱗ですね。わかりました、明日から

馬場 雅嗣君

突然こんな風に、

これは勝つのではないか。全日本選手権なので勝てば

何が始まったかと思

と王子製紙で、下馬評では王子イーグルスが勝つとい

ん。私も今回、地区

決勝進出だ。相手になる隣の山は東北フリーブレイズ

われるかもしれませ

う感じだったのですが、ギリギリで東北フリーブレイ

大会に初めて参加さ

ズが勝ったのです。これでクレインズが日光と戦って、

せていただて事務方

勝てばほぼ優勝だろうという感じだったのですが、見
ていたら、突き放されて、追加点を入れられて４対２

を務めさせていただ
いて、市民会館の会

になったのです。

場で場内整理を担当したのですが、全体がわからない

を聞くと、そこでも敗戦で、私が今年観戦したスポー

のがあだになり次から次へと後藤大先生から指示が飛

途中でいたたまれなくて会場を後にしました。結果

ツは全敗ということで、この１年が終わりそうでござ
います。

大変ありがとうございました。

中で「とにかくインカムを持て」と言われて、持った
んできまして、それに対応するのが非常に苦慮したの
でございます。

ただ、私は本当にいい勉強したなと思っています。

誤解がないように、私ども、電気をお届けするのが仕
事でございまして、間違っても電気を止めることはあ

プログラム委員会
ありがとうござ

池田 いずみ 委員長

いました。この他、

りません。そこはご心配なさらずに安心して電気をお
使いいただければなと思っております。

私、その後も何回も『鱗』に行っていまして、決し

皆さんからたくさ

て、鱗が嫌い、後藤さんが嫌いということでは全くご

うかニュースをい

たいと思います。

んメッセージとい
ただいております。

ざいませんので、この場を借りて弁明させていただき

馬場支店長と石鍋

プログラム委員会 池田 いずみ委員長

協力いただいてよろしいでしょうか。

とうございました。

さん、前の方でご

では、ちょっと寸劇をさせていただきます。
池田 「支店長、お呼びでしょうか」
馬場 「実は頼みがあるのだけれどな。末広 2 の 24
だけを停電にすることができるかね」

無茶ぶりですみませんでした。馬場支店長、ありが

それでは、最後に釧路ロータリアンが選ぶ今年の最大

ニュースということで、第１位は『吉田ガバナー年度、
地区大会開催無事終了』ということで、多くの方々か
らこちらが重大ニュースだったといただいておりま

す。では、吉田ガバナー、最後にメッセージをいただ
ければと思います。よろしくお願いいたします。

池田 「できますが。支店長、何かありましたか」
馬場 「君、インカム知っているかね」
池田 「インカム知っていますが、それは」
馬場 「実はね、後藤が・・・」
池田 「石鍋さん、末広２の 24 を月曜から土曜まで、
時間は午後 5 時から 11 時まで計画
停電するように」

吉田 潤司ガバナー
地区大会、大変

お世話になってあ
りがとうございま
す。多分、皆さん
が選んだ地区大会
のニュースでは私
のことだと思うの
です。

私は長いことロータリーいまして、点鐘の鐘を空振
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りしたのは見たことないのですが、私は地区大会の時
に一番大事な「これからスタート」という時に鐘を空
振りしまして、大変笑いを誘ったのです。

言い訳をさせてもらいますと、あれは『ロータリー

100 年の鐘』が送られてきて、「ガバナー、これで点

鐘するけど鐘の下の所、ここがスイートスポットです」
と文書が来たのです。「そこを叩けばいい音が出ます

から」と言われました。私は公式訪問の時に何回か叩
いて、たしかに良い音が出るのです。そこを叩こうと
狙っている時に空振りしたことで、決して笑いを誘う
とかではなくて真剣にやっていたのです。

真面目にやっていた結果、ああいうことになりまして、
クラブの皆さまには恥をかかせてしまいました。こん
なガバナーでございましたけども、恥ずかしい思いを
させましたけれども、それも笑いと思って流していた
だこうと思います。

半年間、大変お世話になりました。まだ、これから

ももう少し皆さまにお世話になります。どうぞよろし
くお願いいたします。ありがとうございました。
プログラム委員会 池田 いずみ 委員長

ありがとうございました。不手際、失礼があったこ

とをお詫び申し上げます。

皆さま、どうもありがとうございました。以上で終わ
らせていただきます。
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