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■ 本日のプログラム ■
キャンドルパーティー

ロータリー親睦活動月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 会長・幹事・四大委員長挨拶（担当：理事会）
キャンドルパーティー（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「それでこそロータロー」
■会員数　100 名

■ソングリーダー：杉村　荘平君

■ビジター　なし
■ゲスト　　なし
■ニコニコ献金
　　　　　　天方　智順君・・・お世話になりました。
　　　　　　後藤　公貴君・・・一年間、ありがとうございました。
　　　　　　松井　聖治君・・・一年間お世話になり、ありがとうございました。
　　　　　　吉田　潤司君・・・長いようであっという間の一年間でした。クラブの皆様、ありがとうござ
　　　　　　　　　　　　　　　いました。　
　　　　　　土橋　賢一君・・・一年間お世話になりました。
　　　　　　川本　和之君・・・一年間お世話になりました。
　　　　　　佐藤　尚彦君・・・一年間お世話になりました。
　　　　　　五十嵐正弘君・・・一年間お世話になりました。
　　　　　　水口　喜文君・・・一年間お世話になりました。
　　　　　　市橋多佳丞君・・・一年間お世話になりました。
　　　　　　熊谷　任明君・・・一年間お世話になりました。

　今年度累計　907,000 円

　　
　　　　　　　　　　　天方　智順会長

　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。

会長の時間



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。
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　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。
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　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。



　　　　　　　　　　　天方　智順会長
　皆さん、こんばん
は。41回目の例会
ということですの
で、７回くらい休ま
せていただくことに
なってしまいました
が、今日が最後の例
会ということで、本

当にお世話になったなと思っております。
卓上にほんのお気持ちでプレゼントご用意させていた
だきましたのでご活用いただければと思います。
「百里の道を行くにも、九十九里をもって半ばとせよ」

という言葉があって、今日は本当に九十九里かなと
思っております。あと、一里、今晩ありますのでしっ
かりと締めさせていただきたいと思います。
本当に感謝の言葉しかありません。人並ですが、並々
ならぬ感謝を申し上げて、今日のごあいさつに代えさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞　委員長
　これよりキャンドルパーティーを開催させていただ

きたいと思います。本日の司会を務めさせていただき
ます親睦活動委員会委員長を１年間仰せつかりました
市橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
それでは、乾杯に移りたいと思います。乾杯のご発声
を西村ＳＡＡ、よろしくお願い申し上げます。

乾杯のご発声　西村　智久ＳＡＡ
　皆さん、こんばん
は。何の因果かＳＡ
Ａが乾杯の音頭をと
るのはたぶん前代未
聞だと思います。直
前等々のご都合の加
減で私が乾杯の音頭
を取らせていただく

ことになりました。「皆さまにビールが届く間を稼げ」
ということですので２～３分喋らせていただきます。
３つのことに本日は感謝を申し上げながら乾杯の音頭
取らせていただきたいと思います。
天方年度、１年間ご苦労様でした。コロナ禍の中、最
後は手探り、足探り、大変な思いをしながらこのキャ
ンドルパーティーにたどり着いたと思います。今日は
本当に多くの皆さま方にこうやってキャンドルパー
ティーお集まりいただけたことで天方年度が大成功に
終わった証だと考えております。
２つ目は、何といっても 17年ぶりに釧路ロータリー
として小船井ガバナー以来の吉田潤司ガバナーを輩出
できたことが大変うれしく思っております。よく受け
ていただいたということで感謝申し上げたいと思いま
す。私も人生で初めて濱谷会員と一緒に利尻・礼文島
まで行かせていただき、稚内に３泊いたしました。稚
内のメンバーに一目惚れして、３日間その店に通った
という良い思い出もできました。
３つ目は、このコロナ禍の中、釧路市内の飲食店の皆
さまが大変な状況に置かれております。また、われわ
れの例会の場であります、このキャッスルホテルも大
変ご苦労なさっているということであります。今日は
新しいキャッスルホテルのスタイルで釧路ロータリー
スタイルをどうホテルが演出してくれるのか楽しみに
しております。そういったことで飲食店の皆さま方、
キャッスルホテルにエールを送りたいと思います。
それでは、乾杯の音頭を取らせていただきます。
天方年度、大成功おめでとうございます。吉田潤司ガ
バナー、無事に大成功おめでとうございます。また、
釧路の飲食店の皆さま方にエールを送る意味で乾杯し
たいと思います。
「乾杯」
ありがとうございました。

「出席 100％表彰」
出席委員会　吉田　英一委員長

　皆さん、こんばん
は。出席委員長の吉
田と申します。今年
は地区大会もあった
ということで、メー
クアップがかなり多
くて出席率がかなり
上がっております。

皆さんのお手元に出席率一覧をお配りしましたので、
ぜひ見ていただければと思います。
それでは、これから 100％以上の出席率の方の名前
をお呼びします。名前を呼ばれた方は記念品をぜひ受
け取っていただければと思います。名前をお呼びさせ
ていただきます。
出席率 272％　吉田潤司君、出席率 179％　松井聖
治君、出席率 177％　西村智久君、出席率 142％　
青田敏治君、出席率 181％　天方智順君、出席率
133％　市橋多佳丞君、出席率 130％　五明正吉君、
出席率 126％　舟木博君、出席率 121％　池田いず
み君、出席率 121％土橋賢一君、出席率 121％　後
藤公貴君、出席率 119％　木下正明君、出席率
116％　小船井修一君、出席率 116％　荒井剛君、出
席率114％　川本和之君、出席率114％　水口喜文君、
出席率 112％　佐藤貴之君、出席率 112％　古谷守
生君、出席率 107％　伊貝正志君、　　出席率 105％
　田中正己君、出席率 105％　杉山宏司君、出席率
102％　石田博司君、出席率 102％　工藤彦夫君、出
席率 100％　杉浦裕之君。以上、24名の皆さんでご
ざいます。皆さん、大きな拍手でお祝いしてください。
１名だけ「例会 100％出席」の方がいらっしゃいま
した。ぜひ、記念品を受け取りいただければと思いま
す。天方会長、おめでとうございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。

青島事務局員より一言
　皆さま、こんばん
は。天方会長、１年
間本当にお疲れ様で
した。後藤副会長、
素晴らしい例会の司
会、ありがとうござ
いました。松井幹事、
フットワーク軽く、
いつもいろいろ細かい処理までしていただきまして、
ありがとうございました。水口副幹事、１年間、例会
報告の記入、いろいろ細かい仕事も気遣いいただきま
してありがとうございました。理事の皆さま、各委員
会の委員の皆さま、１年間本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。
ガバナー事務所から三ツ石さんが来ているのですけど
も、地区大会などいろいろ忙しいこと、苦労があった
と思いますが１年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様へ記念品贈呈」
　天方　智順会長
西澤あやかさん、お世話になりました、ありがとうご
ざいます。時々、きゅうりが出ていましたが、関川君
が勝手に出したものだと思っています。いろいろわが
まま言って申し訳ございませんでした。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。

「釧路センチュリーキャッスルホテル様より一言」
　お気遣い、どうもありがとうございます。天方会長、
１年間お疲れ様でございました。
このコロナ禍の中、あまりこういう会が開けない中で
はありましたが、皆さまにたくさん使っていただきま
して、どうもありがとうございます。いつまで続く状
況か分かりませんが、私たちも一生懸命頑張っていこ
うと思います。どうぞ協力よろしくお願いいたします。
天方さん、大好きです。天方さん、大好きです。

（キャンドルサービス）

１年を振り返って　
理事・会計　五明　正吉君
　皆さん、今日はご
苦労様です。今年度、
天方会長の下で会計
として会計の中身を
よく分かっていな
かったですけど、甲
賀監査がやってくれ
ていましたので、こ
ういったコロナの中で天方会長が英断してくれたおか
げで、すごいお金が残りました。ありがとうございま
す。
そういったことで次年度、これを無駄遣いしないよう
に舟木年度は過ごしていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。
１年間、どうもありがとうございました。

出席委員会　吉田　英一委員長
　皆さん、こんばんは。出席委員会委員長の吉田です。
前田副委員長が率いるそうそうたるメンバーの方々に
恵まれまして、何とか１年が終わることができました。
会長には申し訳ないですが、出席報告に関しては２回
しかできなかったのですが、何とか出席率を例年より

もアップすることが
できて良かったのか
なと思っておりま
す。
来年は舟木会長の
下、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつ
かっておりますの
で、来年も頑張りたいと思っておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
どうも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
　今年度のプログラ
ム委員長を務めさせ
ていただきました池
田です。皆さん、大
変ありがとうござい
ました。
滝越さんがとってい
ただいたアンケート

の「会員卓話が多かった方がいい」をもとに、お会い
する方がいれば「卓話していただけませんか？」とお
声掛けさせていただいたところ、皆さん、快く卓話を
していただけました。会員卓話は今年、多かったので
はないかなと思います。会うたびに「お話していただ
けませんか」とお願いしていたものですから、「また
ですか」という反応もあったかと思いますが、ご協力
に感謝いたします。日銀の熊谷さんにあっては、伺っ
た時すでに「卓話ですよね」と前任の支店長の資料ま
で用意していただいていた次第でした。この場を借り
て皆さまのご協力に感謝いたします。
また、石田副委員長はじめ、プログラム委員会の方か
らはいろいろアドバイス等もいただきまして、何とか
１年間過ごすことができたと思います。
心残りなのは、最後のプログラムが自衛隊の連隊長さ
んの予定だったのですが、今回のコロナ禍でできな
かったのです。自衛隊の連隊長さんには「中止ではな
く延期」と言っていただいたので、次年度、また次の
年度にお話いただければと思います。
本当にお世話になりましてありがとうございました。

クラブ会報・雑誌委員会　清水　輝彦委員長
　清水です。クラブ
会報、これは地味な
仕事なのですが皆さ
んにきちんとお届け
しなきゃいけない仕
事です。今回は、工
藤さんが非常によく

やってくださいました。それまでは全部、原稿を読ん
で直すところを直してやったのですが、工藤さんは結
構仕事が早くて「大丈夫、何とかなるよ」ということ
で、甘えさせていただいてすごく助かりました。
どうぞ時間のある時、気になるところ開いて見ていた
だいて、「ああ、そういえばこんな話あったな」とか、
あとで読み返してもすごく楽しいし、写真もちゃんと
入っています。
次年度に関していうと、私は持ち上がりということで、
もう一回それをやらなきゃいけないのですが、いろん
なことがありましてスタッフが減っています。特に「写
真を私は撮るのが好き」とか、「僕、撮るよ」という
方がいれば、どうぞお手伝いください。水口さん頑張
りましょう、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
それから、天方会長のご自宅に伺って、例の「シアター
ルーム」。皆さま方、天方会長と直接交渉してシアター
ルームを見せていただくと良いと思います。おつまみ
とお酒を持っていったら歓迎ですよね。
どうもありがとうございました。

会員増強･選考･職業分類委員会　高橋　徹次委員長
　皆さん、こんばん
は、高橋です。今年、
１年間委員長として
務めさせていただき
ましたが、至らぬこ
とも多々ありまし
た。いろいろ知り合
いには声掛けさせて
いただきまして、中学校の悪友を入れさせていただき
ましたけど、今、彼だけはコロナバブルでいろんな申
請が忙しいみたいなのです。
100 名で始まりまして 100 名で終わって、プラマイ
「０」で、天方会長にはあまり協力できなかったこと
を反省しております。また、足らざるを知りながら足
るを知りながら頑張っていきたいと思います。
今年１年間どうもありがとうございました。

クラブ研修委員会　木下　正明委員長
　木下です。１年間、
研修委員長を務めさ
せていただきまし
た。例年はロータ
リー情報委員会とい
うところでしたが、
地区が研修委員会を
設けましたので、そ

れに合わせて研修委員会ということで、研修委員長務
めさせていただいたところです。クラブの中で研修を

どうやって行くか、皆さんにロータリーを理解してい
ただくにはどういうことをしたらいいかを考えた１年
だったのですが、地区事務所のほうを一生懸命やり過
ぎて罰が当たったみたいで、結局、情報集会も 1回
になって、２回ある研修のうち１回は休会になりまし
た。私は不完全燃焼で終わっております。
次の邵委員長に仕事を引き継ぎたいと考えております
ので、邵委員長が私の意思を引き継いで、素晴らしい
１年にしていただくことを祈念いたしまして、お詫び
と期待ということで終わらせていただきたいと思いま
す。
本当に１年ありがとうございました。

職業奉仕委員会　古谷　守生委員長
　職業奉仕の古谷で
す。今、コンパニオ
ンの方から「お酒、
何にしますか」と言
われたのでそっちに
気を取られていたの
で、どうもすみませ
ん。

職業奉仕としては、年２回の職場訪問例会ということ
で、１回目は緑ケ岡にある北海道電力さんの電力部に
お伺いしました。２回目はコロナの関係でできなかっ
たのですが、予定としてはＪＲさんの釧路運輸車両所
にお伺いする予定でした。
私は下見に行ってきたのですが、一般開放していない
場所でして、もし例会があれば、運転手さんと車掌さ
んの研修をするシミュレーターを見ながらこんな研修
しているのだと。それと湿原ノロッコ号をけん引する
ＳＬを間近で見る機会があったはずなのです。ＳＬも
普段はホームの高さから見るとあまり大きく見えない
のですが、地上の下からとても大きなＳＬを見たかっ
たと思っておりました。
これは、ぜひ次年度の職業奉仕の方に引き継いで、Ｊ
Ｒさんが許していただけるのであれば、私ももう一回
行ってみたいと思っております。
１年間どうもありがとうございました。

国際奉仕委員会　村上　祐二委員長
　皆さま、お疲れ様
です。国際奉仕委員
会の委員長を務めさ
せていただきました
村上です。私のこの
一年間の使命は台北
ロータリークラブの
周年にたくさんのメ

ンバーで参加して交流を深めてくることだったのです

が、いつかの例会でそのことについてはたくさん触れ
させていただきました。ただ、まだまだ皆さんにお伝
えしなければならない話がたくさんありますが、とて
もこの場では言えないことばかりですので、場を改め
てお伝えできればと思っております。
どうでもいいのですけれども、先ほどの松井幹事の『Ｒ
２－Ｄ２』がどうして四角だったのが謎なのです。た
しか、予算が余っているはずなのに何で円柱にしてく
れないのか、そればかりが今年１番の記憶になるかな
と思います。
皆さん、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

青少年奉仕委員会　浅野　清貴副委員長
　皆さま、こんばん
は。そしてお久しぶ
りです。青少年奉仕
副委員長の浅野で
す。今期は池田優委
員長の下、例年通り
全道中学親善硬式野
球大会、ライラセミ

ナー、そして釧路ロータリーカップアイスホッケー大
会と皆さまのご協力をいただきまして無事に終えるこ
とができました。池田委員長に代わりまして、厚く御
礼申し上げます。ありがとうございます。
来季、私は出席がままならない状況の中で出席委員長
を賜りましたので、少しでも多く戻って来られるよう
に頑張っていきたいと思います。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会　滝越　康雄副委員長
　こんばんは。さっ
き、この会場に入っ
て座っていたら、ほ
どなくして樋口さん
が近づいて来て、何
か用事があったか
な、あまり３ｍ以内
に近づいたことのな

い人なのだけど、聞きましたら「米山のスピーチやっ
てくれ」と言われて、そこでしばらくぶりに米山を担
当していることすっかり抜けていました。
米山は誰が委員長かそこのボード見に行ったら、羽田
野大明神なのですね。出てきたことのない、アッセン
ブリーの時に電話がきて「代わりに応対を頼む」と言
われたきり、会場では１回も会っていません。ただ、
１回も会っていないけど、配られた出席のデータ見た
ら 18.6％なのです。非難するわけではないですよ、
ゴルフなのですよね。結局、例会場で１回もお会いし

たことない委員長さんとのコンビで、委員長なしに副
委員長は成り立たないのです。
それと、私は最近、舟木年度のことばかりやっていま
すので、今日、しばらくぶりに米山思い出したので、
反省を込めて、何もしなかった副委員長、また羽田野
委員長、ともどもお詫び申し上げます。以上です。

嵯峨記念育英会委員会　小野寺　俊委員長
　皆さま、お疲れ様
です。嵯峨記念育英
会委員長やらせてい
ただきました小野寺
です。例会に出られ
た方は分かっている
と思いますが、今年
度卒業した奨学生の

皆さまは、コロナの問題でお迎えしてのお祝いをする
ことをできなかったのが残念だったと思います。また、
今年度の新入生のノミネートされた４人もお披露目す
ることができずに、年度の後半から動く委員会でした
ので、新型コロナと重なってしまって満足な活動がで
きなかったのが残念だったと思っています。
皆さん、気づいていない方が多いと思います。私はコ
ロナ禍が始まってから、１日も早くコロナが収束して
ほしいと願いを込めて、２年ほど生やしていた髭を全
部剃っています。たぶん、気づいていない方が多いと
思いますけど、コロナが収束したらまたインチキ臭い
髭を生やして、また怪しい男に戻ろうかなと思ってお
ります。
今年度、１年間お世話になったことで、また来年度も
引き続きお世話になります。どうもありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　市橋　多佳丞委員長
　皆さま、改めまし
てこんばんは。最後
に親睦活動委員会よ
りご報告させていた
だきます。皆さま方、
１年間、大変お世話
になりました。皆さ
ま、おっしゃられて
いますようにコロナの関係で３回ほど担当例会を行う
ことができませんで、また第７分区としてのチャリ
ティーゴルフコンペ、また野遊会も開催することがで
きませんでした。
この部分をしっかりと次回に生かしていくべく、先日
の理事会で私は、親睦活動委員会の副委員長として来
週からまた頑張らせていただくことになっております
ので、ぜひこの経験を生かしながら、また１年間を皆

さま方と楽しく過ごして参りたいと思っております。
本当に１年間、こんな拙い委員長を支えていただきま
した白幡副委員長、佐藤副委員長、そして親睦活動委
員会の皆さま方に心から感謝を申し上げましてスピー
チを終わらせていただきます。
本当にありがとうございました。

「会長への感謝状贈呈」　松井幹事
「感謝状、釧路ロータリークラブ 2019-2020 年度会
長　天方智順殿。貴殿は会長挨拶において事前の準備

もさほどしていない
にもかかわらず、毎
回すばらしい挨拶を
されてきました。そ
の中でも記憶に残る
のは、台北中央ロー
タリークラブの周年
事業の際、流暢な英

語とスペイン語を交ぜた挨拶で、内容は全く理解でき
ませんでしたがとても素晴らしい挨拶で、さすが釧路
ロータリークラブ会長と多くの賛辞を受け、とても格
好良く素晴らしい記憶として残る予定でした。
しかし、みんなの記憶に一番残っているのは帰りの空
港へ向かうバスの中で、ホテルの部屋の金庫に財布を
忘れ、そのことに気づき、空港から一人財布を取りに
帰る後ろ姿でした。
そんなこわもてな外見からは想像できない時々見せる
おちゃめな姿に遺憾の意を示すとともに素晴らしい語
学力と釧路クラブへの愛情に敬意を表し、会員を代表
し感謝状を贈ります。令和２年６月 25日　釧路ロー
タリークラブ幹事松井聖治」
おめでとうございます。

（今年度三役への花束贈呈）

会長謝辞　天方　智順会長
　再度、失礼いたします。５年前に田中会長年度に副
会長をさせていただいた時に申し上げた言葉ですが、
今日も歌いました『それでこそロータリー』の歌詞は
ウソだという話です。「どこで会っても やあと言おう
よ　見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ」、そんなことで
きるはずないのです。例えば、栗林さん、五明さん、
尾越さんに「おい」なんて絶対言えるはずないですし、
「ヤー」も言えません。ただ、釧路カントリーでゴル
フしている時に、東の 11番のスタートで 15番の上
がりのグリーンと近いですから、そこで尾越さんを見
つけた時にこうやって手を振ったら、尾越さんが手を
振ってくれて、「これは本当だったな」と思っており
ます。５年が過ぎて会長やらせていただいて、だいぶ
「おい」と言ってもいいようなメンバーが増えたよう

な気がいたしますが、「初心、忘れず」でいつまでも
皆さんのために尽くす会員で今後もいたいと思ってお
ります。来年は舟木年度を支えるため、直前会長とし
て一兵卒として頑張りたいと思っております。
何回も申し上げましたけども、本当に感謝いたします。
「コロナがこういうことで、気の毒だな」とおっしゃ
る方も数多くいらっしゃいます。本当にお優しい言葉
だと思いますが、それは、会長だけではなくて皆さん
会員と一緒でございます。皆さんと一緒の苦しみ、少
し残念な思いだったなと思います。その数少ない中で
も良いことも、嬉しいことも共有できたなと思ってお
ります。
本当に何回も申し上げます。言い尽くしても足りない
と思います。本当にありがとうございました。

（会長　バッジ交換）　（幹事　バッジ交換）　

会長エレクト挨拶　舟木　　博会長エレクト
　皆さん、こんばんは。天方会長に感謝をこめてご挨

拶したいと思いま
す。
本当に天方会長、１
年間大変ご苦労様で
した。
釧路ロータリークラ
ブの会長は一度しか
できません。今年は

コロナウイルスの影響で残念ながら例会・各種事業が
できませんでした。非常に心残りかなと思っておりま
す。強調させていただきます。しかしながら、ガバナー
輩出年度の会長として立派に役割を達成しました。地
区大会を大成功に終わり、釧路クラブメンバー一同が
一体感を持った行動ができたことを記憶に残しており
ます。また、台北中央ロータリークラブを訪問した時
には、参加者一同が一体感を持ち、本当に楽しい旅行
ができました。そのおかげで実は、横田君には一度副
幹事をお願いしたのですけど、断られていました。し
かしながら、一緒に旅行して親しくなったおかげで無
事に副幹事を受けていただきました。ありがとうござ
います。人は高いところに上ると今まで見えたことの
ない景色が見えると言います。会長という立場に立っ
て初めて気がついたことや、やり残したことが天方会
長にはあるのではないかと思います。ぜひ、思い残し
たこと伝えていただければ幸いです。次年度の参考と
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、天方会長の残り５日間が無事に
終わりますように祈っております。それでは、ありが
とうございました。

　　　　　　　　　　　“手に手をつないで”

　　　　　　　　　　　邵龍珍パスト会長
　2017-2018 年度
の会長務めさせてい
ただきました邵で
す。天方会長を指名
させていただいたこ
とで締めの挨拶させ
ていただきます。
先ほど、工藤さんか
ら「元気ですよ」と言われていました。僕が「元気で
すか！」と言えなくなっちゃったのですが、あえて言
います。「元気ですかー！」　元気じゃないね、皆さん、
「元気ですかー！」。ありがとうございます。（拍手）
ありがとうございます。盛り上がっていただいて、本
当にありがたいと思います。
天方会長の前に吉田ガバナーのお話をしないといけな
いです。今日、吉田ガバナーは欠席されていると聞い
たのですが、今年度、吉田ガバナーを輩出したクラブ
として木下幹事を始め、ガバナー事務局の皆さん、そ
してうちのクラブが支えたということで本当にお疲れ
様でした。本当にありがとうございます。
また、この大変な時期に天方年度は頑張った。吉田ガ
バナーを支えて１年間頑張ったということで本当にお
疲れ様でした。そして、思い起こせば毎年毎年、最初
の委員会は青少年委員会、硬式野球なのですよ。毎年、

雨で悩んでいたのですが、天方年度は晴天で２日間
やったのは本当に奇跡的な年度だったなと思います。
その勢いでずっと 1年間、上半期行ったのですよね。
でも、残念ながら下半期はコロナの問題で大変だった
とも思います。
私は指名会長として、この下半期は天方会長を指名さ
せてもらって良かったと思うのは、われわれ釧路ロー
タリーは戦前、戦中、戦後、木曜クラブとして、釧路
職域懇談会としてずっと皆さんと顔と顔を合わせて例
会を続けてきた歴史と伝統のあるクラブなのです。リ
モートに行かなくて。天方会長はうちのクラブを８分
区内で最後までずっと例会をしていた。そして、最初
にリモートじゃなくて例会を開催した素晴らしい会長
だったと思います。皆さん、どうでしょうか。（拍手）
ということで指名をした僕を褒めてください。
天方会長、そして後藤副会長、そして松井幹事、理事
の皆さん、１年間お疲れ様でした。本当に皆さまお疲
れ様でしたということと、次年度は石田ガバナー補佐
年度でございますし、そして舟木会長の年度です。ま
すます発展していくクラブとして「三本」で締めたい
と思います。皆さん、よろしいでしょうか。
じゃん　じゃん　じゃん　といきます。最初は小さく
いって、最後はバン バン バンといってください。皆
さん、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した。

締めのご挨拶


