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職業奉仕月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 年男大いに語る（担当：プログラム委員会）
新年交礼会（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「君が代」、「奉仕の理想」
■会員数　99名

■ソングリーダー：吉田　秀俊君

■ビジター　なし
■ゲスト　　なし　　
■ニコニコ献金
　　　　　　天方　智順君・・・後半もよろしくお願いいたします。
　　　　　　後藤　公貴君・・・新年あけましておめでとうございます。
　　　　　　松井　聖治君・・・今年も宜しくお願い致します。
　　　　　　土橋　賢一君・・・本年も宜しくお願い致します。
　　　　　　川本　和之君・・・今年も宜しくお願い致します。
　　　　　　佐藤　尚彦君・・・今年も宜しくお願い致します。
　　　　　　市橋多佳丞君・・・あけましておめでとうございます。本日新年交礼会宜しくお願い
　　　　　　　　　　　　　　　致します。
　　　　　　森村　好幸君・・・本年も宜しくお願い致します。
　　　　　　水口　喜文君・・・本年も宜しくお願い致します。
　　　　　　五十嵐正弘君・・・新年早々、弊社社長よりも明らかに目立った写真が釧路新聞に出てしまい
　　　　　　　　　　　　　　　ました。良い一年になりそうです。

　今年度累計　635,000 円

　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さま、あけまし
ておめでとうござい
ます。令和２年、
2020 年、皆さまお
ひとりおひとりが穏
やかなうちに新年を
迎えられたこととご
挨拶申し上げます。

　まず、年賀状を自宅の方にも会社の方にもたくさん
いただいていました。もしかすると、ご返事を書き損
ねている方がいらっしゃるかと思いますけれども、平

にご容赦願いたいと思います。年賀状が企業に届くの
が１月６日だったものですから、ちょっと追い切れま
せんでした。本当に申し訳ございません。
　元旦が明けまして、最初にお会いしたロータリーメ
ンバーが本行寺の菅原君です。朝８時ぐらいに、すっ
かり大晦日から大酒を飲んでゆっくりしていた私は下
着姿で、妻はスッピン、そこに菅原君がお見えになり
ました。一応、私は本行寺の総代の末席をけがしてい
るものですから、そのご配慮かと思いますけれども正
月早々に恥ずかしい姿を見られたと思っております。
　２週間ぶりにお会いするものですから、ずっと家に
いるものですから、この席に来て、皆さんおひとりお

ひとりのお顔を拝見していると安堵いたします。「ロー
タリーはいいな」という時を本当に思います。
　箱根駅伝では、釧路出身の金橋選手。私の記憶では
釧路出身で２人目の箱根ランナーだったと思うのです
けれども、それなりの良い成績を収められました。彼
のおじさん、おばさんが私の高校の同期なので早くか
らその情報を得て、楽しくワクワクと見ていました。
いろいろなニュースがあります。わざわざ言いません
けれど、皆さんご存じのことと思いますけれども、な
んとなくきな臭い情勢になっている所もあるかと思い
ますが、今日のロータリーソングの「望むは世界の久
遠の平和」です。皆さんおひとりおひとりが、全ての
人がロータリーメンバーだったら良いのにと思ってい
る今日この頃であります。
　今年、ご存じのようにオリンピック・パラリンピッ
クもございます。皆さんおひとりおひとりが、企業的
に、個人的に大きな飛躍の年になりますようにご祈念
させていただきます。とともに、先ほど「半分終わっ
たね」と、とあるメンバーがいらっしゃいまいたけれ
ど、「百里の道も九十九里をもって半分とせよ」とい
うことですから、まだまだ五十里です。あと五十里、
一生懸命に吉田ガバナーと一緒に歩みを進めて全うし
　　　　　　　ぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございます。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　親睦活動委員会です。残り半年も皆さまの親睦のた
めにがんばってまいりますのでよろしくお願いを申し
上げます。
　これより神事を執り行わせていただきたいと思いま
す。理事者の皆さまにおかれましては、祭壇の前に椅
子を用意しておりますのでそちらにご移動をお願いい
たします。また、吉田ガバナーならびに石田次年度ガ
バナー補佐のお席もあります。よろしくお願いいたし
ます。

　　　　　　　　　（神　事）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　以上で神事を終了させていただきます。皆さま、誠
にありがとうございました。
　これより新年交礼会を開会したいと存じます。
開会のご挨拶を土橋クラブ運営委員長、よろしくお願
いいたします。

開会挨拶
クラブ運営委員会　土橋　賢一委員長　

　あけましておめで
とうございます。昨
年は大変お世話にな
りましてありがとう
ございます。
赤い物を身に付ける
にはまだ２・３年早
いのですが、急にこ

ういう物を付けられましたので、君が代は変になる挨
拶は忘れそうになってやっています。
天方会長年度も折り返しに差しかかっております。昨
年にも増して皆さんのご指導・ご協力を賜ることをお
願いいたしまして開会の挨拶とさせていただきたいと
思います。
　本日の新年交礼会、よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長　
土橋委員長、ありがとうございました。
これより新年の幕開けを祝して祝舞をご披露させてい
ただきたいと思います。
　祝舞、本日の演目は「常磐津『東都獅子』」となっ
ております。踊り手の皆さまをご紹介させていただき
ます。日本舞踊・花柳流寿登芳会から花柳寿芳釧様、
花柳寿芳ひな様がお越しになっております。それでは
よろしくお願いいたします。
　
　　　　（祝舞「常磐津『東都獅子』」）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　日本舞踊花柳流寿登芳会の皆さまによる祝舞「常磐
津『東都獅子』」でした。ありがとうございます。
　それでは、これより新たな年をお祝いして鏡割りを
行います。お名前を
お呼びいたしますの
で、ご登壇のうえ配
置に着いていただけ
ればと思います。
　2019-2020 年度
釧路ロータリークラ
ブ会長・天方智順君。
副会長・後藤公貴君。幹事・松井聖治君。直前会長・
脇弘幸君。会長エレクト・舟木博君。次年度副会長・
土橋賢一君。次年度幹事・荒井剛君。国際ロータリー
第 2500 地区ガバナー・吉田潤司君。次年度ガバナー
補佐・石田博司君。
　それでは、私が「せーの」と掛け声をしますので皆
さま方は「ヨイショ」の掛け声と共に鏡割りをお願い
いたします。会員の皆さまもぜひご唱和をお願いでき
ればと思いますのでお願いいたします。

乾杯挨拶
小船井　修一　パストガバナー

　それでは、乾杯の
音頭を取らせていた
だきますが、まず
もって、あけまして
おめでとうございま
す。
私は入会して 36年
目なのですが、昔は

浦見町にあった『八浪（やつなみ）』という料亭で毎
年やっていました。吉田ガバナーぐらいまではご存じ
で、清水先生もご存じだと思いますが、毎年毎年こう
いう交礼会を開催できることお喜び申し上げます。
特に天方会長が半年を無事に終え、吉田ガバナーも怒
濤のような「公式訪問」並びに「地区行事」、本当に
ご苦労様でした。ヤマを超えています、そういう意味
では本当にあと半年、がんばっていただければと思い
ます。
　また、舟木会長、あるいは来年のガバナー補佐の石
田さんを含めて、皆さまたちのこれからのご活躍をご
祈念申し上げながら、また会員皆さまたちのご健勝と
ご多幸をお祈りしながら乾杯の音頭を取らせていただ
きます。
　それでは、ご起立をしてご唱和をお願いいたします。
新年ですから「おめでとうございます」ということで
申し上げます。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、ご歓談中とは存じますが、ここで本年「賀
寿」を迎えられる皆さま方をお祝いし、クラブより記
念品の贈呈をさせていただきたいと思います。本年、
「還暦」を迎えられる方が４名、「古希」を迎えられる
方が４名、当クラブにいらっしゃいます。ご紹介をさ
せていただきますので、ご登壇のうえ記念品をお受け
取りいただければと思います。
　まずは、本年還暦を迎えられます満 60歳、昭和
35年生まれの皆さまをご紹介させていただきます。
２月５日生まれ、清水輝彦会員。３月 26日生まれ、
馬場雅嗣会員。９月 13日生まれ、西村智久会員。11
月１日生まれ、青木泰憲会員。ご登壇をお願いいたし
ます。
　天方会長より記念品のプレゼントがございます。天
方会長、プレゼンターをよろしくお願いいたします。

　　　（還暦を迎える会員へ記念品贈呈）

天方会長、ありがとうございます。
それでは、お二人よりお一言ずつスピーチをいただき
たいと思います。本年還暦を迎えられたところで、今

年１年の抱負をよろしくお願いいたします。

清水　輝彦君
　遂に恐れていたことが来てしまったという感じで。
まだ娘が 10歳にもなっていないので、とても 60歳
なんて。ウチの娘は最近「パパ、本当はいくつなの」と。
それまでは「40いくつ」でごまかしていたけれど、
どうも計算が合わないとバレてきたようで。いろいろ
言われていますが、健康に気をつけて。それから７月
から大委員長を仰せつかるので一生懸命がんばりたい
と思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

青木　泰憲君
　私も年齢を秘密でいきたいと思ったのですが、早く
もバレてしまいました。先輩方がいらっしゃって、あ
れですけれども自分にまさか還暦が来るとは思ってい
なかったですけれども、現実に５回目の干支が回って
来てしまって。ただ、昨日も青田会員の息子さんと一
緒にアイスホッケーをしてきたのですけれども、全然
動けなくて「ああ、やっぱり還暦か」と実感させられ
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　ありがとうございました。皆さまいま一度大きな拍
手をお願いいたします。
おめでとうございます。
続きまして本年「古希」を迎えられる数え年で 70歳、
昭和 26年生まれの皆さまをご紹介させていただきま
す。順次、ご登壇をお願いいたします。
３月７日生まれ、浅野洋会員。５月４日生まれ、舟木
博会員。６月 12日生まれ、尾越弘典会員。12月 18
日生まれ、五明正吉会員。３名の方はご登壇をお願い
します。
天方会長より記念品のプレゼントをお願いいたしま
す。

　　　　（古希を迎える会員へ記念品贈呈）

　天方会長、ありがとうございました。
それでは、お三方より一言ずつ、本年のスピーチをよ
ろしくお願いします。

舟木　　博君
　皆さん、あけましておめでとうございます。初めに
今年７月から皆さんにお世話になります。
いま 60歳ということで皆さんは驚いていますけれど
も、70歳になると孫が５人も。しかも全員女の子です。
舟木家は全員兄弟が男、そして子どもも全員男という
ことで『男の血統』だったのですけれど、孫の代に全

員が女になりまし
た。舟木家断絶、と
いうことで悲しんで
おります。
　皆さん、60歳・
70歳になると孫が
たくさんできるもの
で、すごく楽しいで

す。ぜひ皆さんもがんばって若い人は子どもをたくさ
ん作ってください。ありがとうございます。

尾越　弘典君
　皆さん、楽しんで
いますか。私も舟木
君と同じ 70歳にな
ろうとしていますけ
れども。いまの舟木
君の話とは真逆で、
まだ息子は独身で
す。孫の『ま』の字
も知りません。まだ家族４人で楽しく暮らしています。
それもまた良いものですよ。
私が「お爺ちゃん」と言われることは多分ないのでは
ないかと思うのですけれども、これからも皆さんと楽
しくやっていきたいと思います。
今日、私が 70歳になったということは、ここで忘れ
ていただいて、明日からまた 60歳の還暦からやり直
しますのでよろしくお願いいたします。

五明　正吉君
　あけましておめで
とうござします。今
年もよろしくお願い
いたします。70歳・
「古希」ということ
で、実は昨年の 12
月に満68歳なので、
あと２年ぐらいある

と思っていたら年が明けて 69歳になる人が古希にな
るということなので、ほとんど 70歳のジジイ扱いさ
れますけれども、今年１年間、皆さんの足手まといに
ならないようにがんばっていきますので、よろしくお
願いします。
70歳のジジイにゴルフだけは負けないように、よろ
しくお願いします。

　　　　　　　　　（歓　談）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さまと楽しく過ごしてまいりました本新年交礼会

も終了のお時間が近づいてまいりました。ここで、皆
さま方で「手に手つないで」を合唱したいと思います。
ご起立のうえ会場内に輪を作っていただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

（手に手つないで合唱）

閉会挨拶
舟木　　博会長エレクト

　それでは、短めに。
（これで終わりま
す。）
　皆さん新年あけま
しておめでとうござ
います。2019 年か
ら 2020 年に年が変
わりました。19年

の７月に始まった吉田年度、ガバナーとして 2500 地
区 67カ所全てを順調に回りました。そして皆さんの
協力で素晴らしい地区大会もできました。
（会場からヤジが）
短いと怒られるし、長いと怒られるし、どうやっても
怒られる年でして。そんな訳で、来年もまたよろしく
お願いします、と言いたいのですけれど。
皆さん、今日は１日楽しい新年会、ありがとうござい
ました。

会長の時間



■ 本日のプログラム ■
新　年　交　礼　会
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2020 年、皆さまお
ひとりおひとりが穏
やかなうちに新年を
迎えられたこととご
挨拶申し上げます。
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いただいていました。もしかすると、ご返事を書き損
ねている方がいらっしゃるかと思いますけれども、平

にご容赦願いたいと思います。年賀状が企業に届くの
が１月６日だったものですから、ちょっと追い切れま
せんでした。本当に申し訳ございません。
　元旦が明けまして、最初にお会いしたロータリーメ
ンバーが本行寺の菅原君です。朝８時ぐらいに、すっ
かり大晦日から大酒を飲んでゆっくりしていた私は下
着姿で、妻はスッピン、そこに菅原君がお見えになり
ました。一応、私は本行寺の総代の末席をけがしてい
るものですから、そのご配慮かと思いますけれども正
月早々に恥ずかしい姿を見られたと思っております。
　２週間ぶりにお会いするものですから、ずっと家に
いるものですから、この席に来て、皆さんおひとりお

ひとりのお顔を拝見していると安堵いたします。「ロー
タリーはいいな」という時を本当に思います。
　箱根駅伝では、釧路出身の金橋選手。私の記憶では
釧路出身で２人目の箱根ランナーだったと思うのです
けれども、それなりの良い成績を収められました。彼
のおじさん、おばさんが私の高校の同期なので早くか
らその情報を得て、楽しくワクワクと見ていました。
いろいろなニュースがあります。わざわざ言いません
けれど、皆さんご存じのことと思いますけれども、な
んとなくきな臭い情勢になっている所もあるかと思い
ますが、今日のロータリーソングの「望むは世界の久
遠の平和」です。皆さんおひとりおひとりが、全ての
人がロータリーメンバーだったら良いのにと思ってい
る今日この頃であります。
　今年、ご存じのようにオリンピック・パラリンピッ
クもございます。皆さんおひとりおひとりが、企業的
に、個人的に大きな飛躍の年になりますようにご祈念
させていただきます。とともに、先ほど「半分終わっ
たね」と、とあるメンバーがいらっしゃいまいたけれ
ど、「百里の道も九十九里をもって半分とせよ」とい
うことですから、まだまだ五十里です。あと五十里、
一生懸命に吉田ガバナーと一緒に歩みを進めて全うし
　　　　　　　ぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございます。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　親睦活動委員会です。残り半年も皆さまの親睦のた
めにがんばってまいりますのでよろしくお願いを申し
上げます。
　これより神事を執り行わせていただきたいと思いま
す。理事者の皆さまにおかれましては、祭壇の前に椅
子を用意しておりますのでそちらにご移動をお願いい
たします。また、吉田ガバナーならびに石田次年度ガ
バナー補佐のお席もあります。よろしくお願いいたし
ます。

　　　　　　　　　（神　事）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　以上で神事を終了させていただきます。皆さま、誠
にありがとうございました。
　これより新年交礼会を開会したいと存じます。
開会のご挨拶を土橋クラブ運営委員長、よろしくお願
いいたします。

開会挨拶
クラブ運営委員会　土橋　賢一委員長　

　あけましておめで
とうございます。昨
年は大変お世話にな
りましてありがとう
ございます。
赤い物を身に付ける
にはまだ２・３年早
いのですが、急にこ

ういう物を付けられましたので、君が代は変になる挨
拶は忘れそうになってやっています。
天方会長年度も折り返しに差しかかっております。昨
年にも増して皆さんのご指導・ご協力を賜ることをお
願いいたしまして開会の挨拶とさせていただきたいと
思います。
　本日の新年交礼会、よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長　
土橋委員長、ありがとうございました。
これより新年の幕開けを祝して祝舞をご披露させてい
ただきたいと思います。
　祝舞、本日の演目は「常磐津『東都獅子』」となっ
ております。踊り手の皆さまをご紹介させていただき
ます。日本舞踊・花柳流寿登芳会から花柳寿芳釧様、
花柳寿芳ひな様がお越しになっております。それでは
よろしくお願いいたします。
　
　　　　（祝舞「常磐津『東都獅子』」）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　日本舞踊花柳流寿登芳会の皆さまによる祝舞「常磐
津『東都獅子』」でした。ありがとうございます。
　それでは、これより新たな年をお祝いして鏡割りを
行います。お名前を
お呼びいたしますの
で、ご登壇のうえ配
置に着いていただけ
ればと思います。
　2019-2020 年度
釧路ロータリークラ
ブ会長・天方智順君。
副会長・後藤公貴君。幹事・松井聖治君。直前会長・
脇弘幸君。会長エレクト・舟木博君。次年度副会長・
土橋賢一君。次年度幹事・荒井剛君。国際ロータリー
第 2500 地区ガバナー・吉田潤司君。次年度ガバナー
補佐・石田博司君。
　それでは、私が「せーの」と掛け声をしますので皆
さま方は「ヨイショ」の掛け声と共に鏡割りをお願い
いたします。会員の皆さまもぜひご唱和をお願いでき
ればと思いますのでお願いいたします。

乾杯挨拶
小船井　修一　パストガバナー

　それでは、乾杯の
音頭を取らせていた
だきますが、まず
もって、あけまして
おめでとうございま
す。
私は入会して 36年
目なのですが、昔は

浦見町にあった『八浪（やつなみ）』という料亭で毎
年やっていました。吉田ガバナーぐらいまではご存じ
で、清水先生もご存じだと思いますが、毎年毎年こう
いう交礼会を開催できることお喜び申し上げます。
特に天方会長が半年を無事に終え、吉田ガバナーも怒
濤のような「公式訪問」並びに「地区行事」、本当に
ご苦労様でした。ヤマを超えています、そういう意味
では本当にあと半年、がんばっていただければと思い
ます。
　また、舟木会長、あるいは来年のガバナー補佐の石
田さんを含めて、皆さまたちのこれからのご活躍をご
祈念申し上げながら、また会員皆さまたちのご健勝と
ご多幸をお祈りしながら乾杯の音頭を取らせていただ
きます。
　それでは、ご起立をしてご唱和をお願いいたします。
新年ですから「おめでとうございます」ということで
申し上げます。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、ご歓談中とは存じますが、ここで本年「賀
寿」を迎えられる皆さま方をお祝いし、クラブより記
念品の贈呈をさせていただきたいと思います。本年、
「還暦」を迎えられる方が４名、「古希」を迎えられる
方が４名、当クラブにいらっしゃいます。ご紹介をさ
せていただきますので、ご登壇のうえ記念品をお受け
取りいただければと思います。
　まずは、本年還暦を迎えられます満 60歳、昭和
35年生まれの皆さまをご紹介させていただきます。
２月５日生まれ、清水輝彦会員。３月 26日生まれ、
馬場雅嗣会員。９月 13日生まれ、西村智久会員。11
月１日生まれ、青木泰憲会員。ご登壇をお願いいたし
ます。
　天方会長より記念品のプレゼントがございます。天
方会長、プレゼンターをよろしくお願いいたします。

　　　（還暦を迎える会員へ記念品贈呈）

天方会長、ありがとうございます。
それでは、お二人よりお一言ずつスピーチをいただき
たいと思います。本年還暦を迎えられたところで、今

年１年の抱負をよろしくお願いいたします。

清水　輝彦君
　遂に恐れていたことが来てしまったという感じで。
まだ娘が 10歳にもなっていないので、とても 60歳
なんて。ウチの娘は最近「パパ、本当はいくつなの」と。
それまでは「40いくつ」でごまかしていたけれど、
どうも計算が合わないとバレてきたようで。いろいろ
言われていますが、健康に気をつけて。それから７月
から大委員長を仰せつかるので一生懸命がんばりたい
と思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

青木　泰憲君
　私も年齢を秘密でいきたいと思ったのですが、早く
もバレてしまいました。先輩方がいらっしゃって、あ
れですけれども自分にまさか還暦が来るとは思ってい
なかったですけれども、現実に５回目の干支が回って
来てしまって。ただ、昨日も青田会員の息子さんと一
緒にアイスホッケーをしてきたのですけれども、全然
動けなくて「ああ、やっぱり還暦か」と実感させられ
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　ありがとうございました。皆さまいま一度大きな拍
手をお願いいたします。
おめでとうございます。
続きまして本年「古希」を迎えられる数え年で 70歳、
昭和 26年生まれの皆さまをご紹介させていただきま
す。順次、ご登壇をお願いいたします。
３月７日生まれ、浅野洋会員。５月４日生まれ、舟木
博会員。６月 12日生まれ、尾越弘典会員。12月 18
日生まれ、五明正吉会員。３名の方はご登壇をお願い
します。
天方会長より記念品のプレゼントをお願いいたしま
す。

　　　　（古希を迎える会員へ記念品贈呈）

　天方会長、ありがとうございました。
それでは、お三方より一言ずつ、本年のスピーチをよ
ろしくお願いします。

舟木　　博君
　皆さん、あけましておめでとうございます。初めに
今年７月から皆さんにお世話になります。
いま 60歳ということで皆さんは驚いていますけれど
も、70歳になると孫が５人も。しかも全員女の子です。
舟木家は全員兄弟が男、そして子どもも全員男という
ことで『男の血統』だったのですけれど、孫の代に全

員が女になりまし
た。舟木家断絶、と
いうことで悲しんで
おります。
　皆さん、60歳・
70歳になると孫が
たくさんできるもの
で、すごく楽しいで

す。ぜひ皆さんもがんばって若い人は子どもをたくさ
ん作ってください。ありがとうございます。

尾越　弘典君
　皆さん、楽しんで
いますか。私も舟木
君と同じ 70歳にな
ろうとしていますけ
れども。いまの舟木
君の話とは真逆で、
まだ息子は独身で
す。孫の『ま』の字
も知りません。まだ家族４人で楽しく暮らしています。
それもまた良いものですよ。
私が「お爺ちゃん」と言われることは多分ないのでは
ないかと思うのですけれども、これからも皆さんと楽
しくやっていきたいと思います。
今日、私が 70歳になったということは、ここで忘れ
ていただいて、明日からまた 60歳の還暦からやり直
しますのでよろしくお願いいたします。

五明　正吉君
　あけましておめで
とうござします。今
年もよろしくお願い
いたします。70歳・
「古希」ということ
で、実は昨年の 12
月に満68歳なので、
あと２年ぐらいある

と思っていたら年が明けて 69歳になる人が古希にな
るということなので、ほとんど 70歳のジジイ扱いさ
れますけれども、今年１年間、皆さんの足手まといに
ならないようにがんばっていきますので、よろしくお
願いします。
70歳のジジイにゴルフだけは負けないように、よろ
しくお願いします。

　　　　　　　　　（歓　談）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さまと楽しく過ごしてまいりました本新年交礼会

も終了のお時間が近づいてまいりました。ここで、皆
さま方で「手に手つないで」を合唱したいと思います。
ご起立のうえ会場内に輪を作っていただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

（手に手つないで合唱）

閉会挨拶
舟木　　博会長エレクト

　それでは、短めに。
（これで終わりま
す。）
　皆さん新年あけま
しておめでとうござ
います。2019 年か
ら 2020 年に年が変
わりました。19年

の７月に始まった吉田年度、ガバナーとして 2500 地
区 67カ所全てを順調に回りました。そして皆さんの
協力で素晴らしい地区大会もできました。
（会場からヤジが）
短いと怒られるし、長いと怒られるし、どうやっても
怒られる年でして。そんな訳で、来年もまたよろしく
お願いします、と言いたいのですけれど。
皆さん、今日は１日楽しい新年会、ありがとうござい
ました。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さま、あけまし
ておめでとうござい
ます。令和２年、
2020 年、皆さまお
ひとりおひとりが穏
やかなうちに新年を
迎えられたこととご
挨拶申し上げます。

　まず、年賀状を自宅の方にも会社の方にもたくさん
いただいていました。もしかすると、ご返事を書き損
ねている方がいらっしゃるかと思いますけれども、平

にご容赦願いたいと思います。年賀状が企業に届くの
が１月６日だったものですから、ちょっと追い切れま
せんでした。本当に申し訳ございません。
　元旦が明けまして、最初にお会いしたロータリーメ
ンバーが本行寺の菅原君です。朝８時ぐらいに、すっ
かり大晦日から大酒を飲んでゆっくりしていた私は下
着姿で、妻はスッピン、そこに菅原君がお見えになり
ました。一応、私は本行寺の総代の末席をけがしてい
るものですから、そのご配慮かと思いますけれども正
月早々に恥ずかしい姿を見られたと思っております。
　２週間ぶりにお会いするものですから、ずっと家に
いるものですから、この席に来て、皆さんおひとりお

ひとりのお顔を拝見していると安堵いたします。「ロー
タリーはいいな」という時を本当に思います。
　箱根駅伝では、釧路出身の金橋選手。私の記憶では
釧路出身で２人目の箱根ランナーだったと思うのです
けれども、それなりの良い成績を収められました。彼
のおじさん、おばさんが私の高校の同期なので早くか
らその情報を得て、楽しくワクワクと見ていました。
いろいろなニュースがあります。わざわざ言いません
けれど、皆さんご存じのことと思いますけれども、な
んとなくきな臭い情勢になっている所もあるかと思い
ますが、今日のロータリーソングの「望むは世界の久
遠の平和」です。皆さんおひとりおひとりが、全ての
人がロータリーメンバーだったら良いのにと思ってい
る今日この頃であります。
　今年、ご存じのようにオリンピック・パラリンピッ
クもございます。皆さんおひとりおひとりが、企業的
に、個人的に大きな飛躍の年になりますようにご祈念
させていただきます。とともに、先ほど「半分終わっ
たね」と、とあるメンバーがいらっしゃいまいたけれ
ど、「百里の道も九十九里をもって半分とせよ」とい
うことですから、まだまだ五十里です。あと五十里、
一生懸命に吉田ガバナーと一緒に歩みを進めて全うし
　　　　　　　ぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございます。
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バナー補佐のお席もあります。よろしくお願いいたし
ます。
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も、70歳になると孫が５人も。しかも全員女の子です。
舟木家は全員兄弟が男、そして子どもも全員男という
ことで『男の血統』だったのですけれど、孫の代に全

員が女になりまし
た。舟木家断絶、と
いうことで悲しんで
おります。
　皆さん、60歳・
70歳になると孫が
たくさんできるもの
で、すごく楽しいで

す。ぜひ皆さんもがんばって若い人は子どもをたくさ
ん作ってください。ありがとうございます。

尾越　弘典君
　皆さん、楽しんで
いますか。私も舟木
君と同じ 70歳にな
ろうとしていますけ
れども。いまの舟木
君の話とは真逆で、
まだ息子は独身で
す。孫の『ま』の字
も知りません。まだ家族４人で楽しく暮らしています。
それもまた良いものですよ。
私が「お爺ちゃん」と言われることは多分ないのでは
ないかと思うのですけれども、これからも皆さんと楽
しくやっていきたいと思います。
今日、私が 70歳になったということは、ここで忘れ
ていただいて、明日からまた 60歳の還暦からやり直
しますのでよろしくお願いいたします。

五明　正吉君
　あけましておめで
とうござします。今
年もよろしくお願い
いたします。70歳・
「古希」ということ
で、実は昨年の 12
月に満68歳なので、
あと２年ぐらいある

と思っていたら年が明けて 69歳になる人が古希にな
るということなので、ほとんど 70歳のジジイ扱いさ
れますけれども、今年１年間、皆さんの足手まといに
ならないようにがんばっていきますので、よろしくお
願いします。
70歳のジジイにゴルフだけは負けないように、よろ
しくお願いします。

　　　　　　　　　（歓　談）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さまと楽しく過ごしてまいりました本新年交礼会

も終了のお時間が近づいてまいりました。ここで、皆
さま方で「手に手つないで」を合唱したいと思います。
ご起立のうえ会場内に輪を作っていただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

（手に手つないで合唱）

閉会挨拶
舟木　　博会長エレクト

　それでは、短めに。
（これで終わりま
す。）
　皆さん新年あけま
しておめでとうござ
います。2019 年か
ら 2020 年に年が変
わりました。19年

の７月に始まった吉田年度、ガバナーとして 2500 地
区 67カ所全てを順調に回りました。そして皆さんの
協力で素晴らしい地区大会もできました。
（会場からヤジが）
短いと怒られるし、長いと怒られるし、どうやっても
怒られる年でして。そんな訳で、来年もまたよろしく
お願いします、と言いたいのですけれど。
皆さん、今日は１日楽しい新年会、ありがとうござい
ました。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さま、あけまし
ておめでとうござい
ます。令和２年、
2020 年、皆さまお
ひとりおひとりが穏
やかなうちに新年を
迎えられたこととご
挨拶申し上げます。

　まず、年賀状を自宅の方にも会社の方にもたくさん
いただいていました。もしかすると、ご返事を書き損
ねている方がいらっしゃるかと思いますけれども、平

にご容赦願いたいと思います。年賀状が企業に届くの
が１月６日だったものですから、ちょっと追い切れま
せんでした。本当に申し訳ございません。
　元旦が明けまして、最初にお会いしたロータリーメ
ンバーが本行寺の菅原君です。朝８時ぐらいに、すっ
かり大晦日から大酒を飲んでゆっくりしていた私は下
着姿で、妻はスッピン、そこに菅原君がお見えになり
ました。一応、私は本行寺の総代の末席をけがしてい
るものですから、そのご配慮かと思いますけれども正
月早々に恥ずかしい姿を見られたと思っております。
　２週間ぶりにお会いするものですから、ずっと家に
いるものですから、この席に来て、皆さんおひとりお

ひとりのお顔を拝見していると安堵いたします。「ロー
タリーはいいな」という時を本当に思います。
　箱根駅伝では、釧路出身の金橋選手。私の記憶では
釧路出身で２人目の箱根ランナーだったと思うのです
けれども、それなりの良い成績を収められました。彼
のおじさん、おばさんが私の高校の同期なので早くか
らその情報を得て、楽しくワクワクと見ていました。
いろいろなニュースがあります。わざわざ言いません
けれど、皆さんご存じのことと思いますけれども、な
んとなくきな臭い情勢になっている所もあるかと思い
ますが、今日のロータリーソングの「望むは世界の久
遠の平和」です。皆さんおひとりおひとりが、全ての
人がロータリーメンバーだったら良いのにと思ってい
る今日この頃であります。
　今年、ご存じのようにオリンピック・パラリンピッ
クもございます。皆さんおひとりおひとりが、企業的
に、個人的に大きな飛躍の年になりますようにご祈念
させていただきます。とともに、先ほど「半分終わっ
たね」と、とあるメンバーがいらっしゃいまいたけれ
ど、「百里の道も九十九里をもって半分とせよ」とい
うことですから、まだまだ五十里です。あと五十里、
一生懸命に吉田ガバナーと一緒に歩みを進めて全うし
　　　　　　　ぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございます。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　親睦活動委員会です。残り半年も皆さまの親睦のた
めにがんばってまいりますのでよろしくお願いを申し
上げます。
　これより神事を執り行わせていただきたいと思いま
す。理事者の皆さまにおかれましては、祭壇の前に椅
子を用意しておりますのでそちらにご移動をお願いい
たします。また、吉田ガバナーならびに石田次年度ガ
バナー補佐のお席もあります。よろしくお願いいたし
ます。

　　　　　　　　　（神　事）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　以上で神事を終了させていただきます。皆さま、誠
にありがとうございました。
　これより新年交礼会を開会したいと存じます。
開会のご挨拶を土橋クラブ運営委員長、よろしくお願
いいたします。

開会挨拶
クラブ運営委員会　土橋　賢一委員長　

　あけましておめで
とうございます。昨
年は大変お世話にな
りましてありがとう
ございます。
赤い物を身に付ける
にはまだ２・３年早
いのですが、急にこ

ういう物を付けられましたので、君が代は変になる挨
拶は忘れそうになってやっています。
天方会長年度も折り返しに差しかかっております。昨
年にも増して皆さんのご指導・ご協力を賜ることをお
願いいたしまして開会の挨拶とさせていただきたいと
思います。
　本日の新年交礼会、よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長　
土橋委員長、ありがとうございました。
これより新年の幕開けを祝して祝舞をご披露させてい
ただきたいと思います。
　祝舞、本日の演目は「常磐津『東都獅子』」となっ
ております。踊り手の皆さまをご紹介させていただき
ます。日本舞踊・花柳流寿登芳会から花柳寿芳釧様、
花柳寿芳ひな様がお越しになっております。それでは
よろしくお願いいたします。
　
　　　　（祝舞「常磐津『東都獅子』」）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　日本舞踊花柳流寿登芳会の皆さまによる祝舞「常磐
津『東都獅子』」でした。ありがとうございます。
　それでは、これより新たな年をお祝いして鏡割りを
行います。お名前を
お呼びいたしますの
で、ご登壇のうえ配
置に着いていただけ
ればと思います。
　2019-2020 年度
釧路ロータリークラ
ブ会長・天方智順君。
副会長・後藤公貴君。幹事・松井聖治君。直前会長・
脇弘幸君。会長エレクト・舟木博君。次年度副会長・
土橋賢一君。次年度幹事・荒井剛君。国際ロータリー
第 2500 地区ガバナー・吉田潤司君。次年度ガバナー
補佐・石田博司君。
　それでは、私が「せーの」と掛け声をしますので皆
さま方は「ヨイショ」の掛け声と共に鏡割りをお願い
いたします。会員の皆さまもぜひご唱和をお願いでき
ればと思いますのでお願いいたします。

乾杯挨拶
小船井　修一　パストガバナー

　それでは、乾杯の
音頭を取らせていた
だきますが、まず
もって、あけまして
おめでとうございま
す。
私は入会して 36年
目なのですが、昔は

浦見町にあった『八浪（やつなみ）』という料亭で毎
年やっていました。吉田ガバナーぐらいまではご存じ
で、清水先生もご存じだと思いますが、毎年毎年こう
いう交礼会を開催できることお喜び申し上げます。
特に天方会長が半年を無事に終え、吉田ガバナーも怒
濤のような「公式訪問」並びに「地区行事」、本当に
ご苦労様でした。ヤマを超えています、そういう意味
では本当にあと半年、がんばっていただければと思い
ます。
　また、舟木会長、あるいは来年のガバナー補佐の石
田さんを含めて、皆さまたちのこれからのご活躍をご
祈念申し上げながら、また会員皆さまたちのご健勝と
ご多幸をお祈りしながら乾杯の音頭を取らせていただ
きます。
　それでは、ご起立をしてご唱和をお願いいたします。
新年ですから「おめでとうございます」ということで
申し上げます。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、ご歓談中とは存じますが、ここで本年「賀
寿」を迎えられる皆さま方をお祝いし、クラブより記
念品の贈呈をさせていただきたいと思います。本年、
「還暦」を迎えられる方が４名、「古希」を迎えられる
方が４名、当クラブにいらっしゃいます。ご紹介をさ
せていただきますので、ご登壇のうえ記念品をお受け
取りいただければと思います。
　まずは、本年還暦を迎えられます満 60歳、昭和
35年生まれの皆さまをご紹介させていただきます。
２月５日生まれ、清水輝彦会員。３月 26日生まれ、
馬場雅嗣会員。９月 13日生まれ、西村智久会員。11
月１日生まれ、青木泰憲会員。ご登壇をお願いいたし
ます。
　天方会長より記念品のプレゼントがございます。天
方会長、プレゼンターをよろしくお願いいたします。

　　　（還暦を迎える会員へ記念品贈呈）

天方会長、ありがとうございます。
それでは、お二人よりお一言ずつスピーチをいただき
たいと思います。本年還暦を迎えられたところで、今

年１年の抱負をよろしくお願いいたします。

清水　輝彦君
　遂に恐れていたことが来てしまったという感じで。
まだ娘が 10歳にもなっていないので、とても 60歳
なんて。ウチの娘は最近「パパ、本当はいくつなの」と。
それまでは「40いくつ」でごまかしていたけれど、
どうも計算が合わないとバレてきたようで。いろいろ
言われていますが、健康に気をつけて。それから７月
から大委員長を仰せつかるので一生懸命がんばりたい
と思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

青木　泰憲君
　私も年齢を秘密でいきたいと思ったのですが、早く
もバレてしまいました。先輩方がいらっしゃって、あ
れですけれども自分にまさか還暦が来るとは思ってい
なかったですけれども、現実に５回目の干支が回って
来てしまって。ただ、昨日も青田会員の息子さんと一
緒にアイスホッケーをしてきたのですけれども、全然
動けなくて「ああ、やっぱり還暦か」と実感させられ
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　ありがとうございました。皆さまいま一度大きな拍
手をお願いいたします。
おめでとうございます。
続きまして本年「古希」を迎えられる数え年で 70歳、
昭和 26年生まれの皆さまをご紹介させていただきま
す。順次、ご登壇をお願いいたします。
３月７日生まれ、浅野洋会員。５月４日生まれ、舟木
博会員。６月 12日生まれ、尾越弘典会員。12月 18
日生まれ、五明正吉会員。３名の方はご登壇をお願い
します。
天方会長より記念品のプレゼントをお願いいたしま
す。

　　　　（古希を迎える会員へ記念品贈呈）

　天方会長、ありがとうございました。
それでは、お三方より一言ずつ、本年のスピーチをよ
ろしくお願いします。

舟木　　博君
　皆さん、あけましておめでとうございます。初めに
今年７月から皆さんにお世話になります。
いま 60歳ということで皆さんは驚いていますけれど
も、70歳になると孫が５人も。しかも全員女の子です。
舟木家は全員兄弟が男、そして子どもも全員男という
ことで『男の血統』だったのですけれど、孫の代に全

員が女になりまし
た。舟木家断絶、と
いうことで悲しんで
おります。
　皆さん、60歳・
70歳になると孫が
たくさんできるもの
で、すごく楽しいで

す。ぜひ皆さんもがんばって若い人は子どもをたくさ
ん作ってください。ありがとうございます。

尾越　弘典君
　皆さん、楽しんで
いますか。私も舟木
君と同じ 70歳にな
ろうとしていますけ
れども。いまの舟木
君の話とは真逆で、
まだ息子は独身で
す。孫の『ま』の字
も知りません。まだ家族４人で楽しく暮らしています。
それもまた良いものですよ。
私が「お爺ちゃん」と言われることは多分ないのでは
ないかと思うのですけれども、これからも皆さんと楽
しくやっていきたいと思います。
今日、私が 70歳になったということは、ここで忘れ
ていただいて、明日からまた 60歳の還暦からやり直
しますのでよろしくお願いいたします。

五明　正吉君
　あけましておめで
とうござします。今
年もよろしくお願い
いたします。70歳・
「古希」ということ
で、実は昨年の 12
月に満68歳なので、
あと２年ぐらいある

と思っていたら年が明けて 69歳になる人が古希にな
るということなので、ほとんど 70歳のジジイ扱いさ
れますけれども、今年１年間、皆さんの足手まといに
ならないようにがんばっていきますので、よろしくお
願いします。
70歳のジジイにゴルフだけは負けないように、よろ
しくお願いします。

　　　　　　　　　（歓　談）

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さまと楽しく過ごしてまいりました本新年交礼会

も終了のお時間が近づいてまいりました。ここで、皆
さま方で「手に手つないで」を合唱したいと思います。
ご起立のうえ会場内に輪を作っていただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

（手に手つないで合唱）

閉会挨拶
舟木　　博会長エレクト

　それでは、短めに。
（これで終わりま
す。）
　皆さん新年あけま
しておめでとうござ
います。2019 年か
ら 2020 年に年が変
わりました。19年

の７月に始まった吉田年度、ガバナーとして 2500 地
区 67カ所全てを順調に回りました。そして皆さんの
協力で素晴らしい地区大会もできました。
（会場からヤジが）
短いと怒られるし、長いと怒られるし、どうやっても
怒られる年でして。そんな訳で、来年もまたよろしく
お願いします、と言いたいのですけれど。
皆さん、今日は１日楽しい新年会、ありがとうござい
ました。
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