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土橋　賢一副会長
　開会に先立ちま
して、ハンマー伝
達式を執り行いま
す。舟木会長・天
方直前会長・木下
ＳＡＡはご登壇く
ださい。
　ハンマーの伝達
は、天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより
舟木会長へ　お渡しいただきます。天方会長、ハンマー
をお持ちください。
それでは、ハンマーの伝達をお願いいたします。

（天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより舟
木会長へハンマー伝達）

　ただいま、舟木会長がハンマーをしっかりと受け取
りました。ありがとうございました。天方直前会長、
木下ＳＡＡはご降壇ください。
それでは、歴代会長の思いが詰まったハンマーを引き
継ぎました舟木会長より一言ご挨拶をお願いいたしま
す。

舟木　　博会長
　前回の例会で、会長バッジ交換式を行いましたが、
やっとロータリーの会長になったという実感が湧きま
した。そして今日、ハンマー伝達式を終え、いよいよ
第一例会が始まるのだと思うと、緊張をしております。
　よく『歴史と伝統の釧路クラブ』と言いますが、私
で 84代目の会長ということです。これから 90年、
そして 100 年と続くハンマー伝達式のハンマーを箱
根マラソンのタスキに例え、立派に次の杉村君につな
げるように１年間頑張りたいと思います。

　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんに
ちは。本日は第一
例会開始に先立ち、
木下君の鳥取神社
による神事を事務
所で執り行いまし
た。本年度１年間
の釧路ロータリー

の活動の無事を理事・役員の皆さまとともに祈願して
まいりました。
　例年は第一例会と申しますと、ガバナー補佐一同、
各クラブの会長・幹事の皆さんが来てご挨拶をするの
ですが、今年は変則で２カ月ぐらい後に改めて回ると
いうことで聞いております。

　さて、2020-2021 年度は東京オリンピックの年で
した。1964 年以来の２度目の歴史に残る年の会長と
いうことで楽しみにしておりましたが、その名誉は次
年度の杉村君に行ってしまいました。
ちなみに前回の東京オリンピックのときの会長は両角
純三さんでした。また、皆さまご存じの嵯峨記念育英
会の創始者の嵯峨晃さんは、当時地区分区代理でした。
余談ですが、地区分区代理の呼称が『ガバナー補佐』
に変わったのは、清水幸彦パストガバナーが会長のと
きで、1974-1975 年度でした。当時、清水先生は 45
歳ということで、随分若かったと思って見ていました。
　ところで、今年の会長は当年 69歳、ということで
終わったときには 70歳のロートルです。昔の言葉で
よく『ロートル』を使いましたが、まさにそれに当たっ
ております。歳ということで、老骨にムチを打ってこ
の１年間スタッフ一同、頑張りたいと思いますので皆
さまよろしくお願い申し上げます。
つたない挨拶ですが、第一例会の挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございます。

　
舟木　　博会長
　皆さん、度々３
度目の「こんにち
は」です、よろし
くお願いします。
本日の第一例会に
多数の会員の皆さ
まに参加をしてい
ただき大変ありが
とうございました。特に久しぶりに参加をしていただ
いた浅野君、ありがとうございます。今年１年間、役
員でよろしくお願いいたします。すみません、拍手を
浅野君にお願いします。（拍手）
　それでは、会長の指針をお話させていただきます。
先日の『クラブ協議会』に出席された方には、既にお
話をさせていただいておりますが、会長基本方針に表
したように 2020－2021 年度のＲＩホルガー・クナー
ク会長の「ロータリーは機会の扉を開く」と、2500
地区松田英郎ガバナーの「ランクアップしましょう」
のテーマを基本に、釧路クラブは「Together ！次世
代へ共に築こうロータリー！」をクラブスローガンと
して掲げております。
クラブスローガンの最初の言葉である「Together ！」
は「ともに」「一緒に」が意味しますように、ＲＩ・地
区・クラブが三位一体になって奉仕活動ができれば最
高の年になるかと思っております。
　本年度、当クラブは１番から９番までの活動計画を

立てました。かい摘まんでご説明をさせていただきま
すと、１番は特に、退会防止に何か役に立つことがで
きないかと思いまして、メンバーにやむを得ない事情
が発生した場合には救済処置として「休会規定」を設
けることができないかと考えております。理事会など
で、これから討論をしたいと思っております。
　また、会員拡大は副幹事の池田いずみさんではない
ですけれど、優秀な女性会員が増えれば良いと思って
おります。実ははじめ、女性会員が入るというときは
「女性会員が入るならもう辞めようか」と思っていま
したけれど、このような素晴らしい会員だったら何人
いても良いと思っております。
　特に、４番の「国内に友好姉妹クラブを作りたい」
という思いが前からありました。それについても理事
会などでどこか良いクラブを探したいと考えておりま
す。
　また、７番の台北中央クラブとの関係をどうするか
ということで、本年度は５年に１度の話し合いをする
場を持ちます。その中で、毎年毎年、周年ということ
で台北中央クラブとは交流をしておりますが、「大変
なのではないか」という話もありますので、それにつ
いても検討をしたいと思います。それに関係があるの
ですけれども、台北中央クラブの周年、それと台北中
央クラブからガバナーが出ていて『地区大会』、また
来年６月の『世界大会』と。前回来た時に、「３回来
てね」と言われました。とても３回は無理なので、今
回は１回に絞って『世界大会』６月 11日～６月 14
日に行きたいと思っております。いまのところ予定と
して 25名程度の人間で行きたいと思っております。
実は、台北ロータリークラブのメンバーの親族がホテ
ル経営もされていますので、本来でしたらホテルも取
れないのですけれど、ありがたいことにわれわれの分
も用意をしていただきました。特別良いホテルですの
で、ぜひ皆さん参加の方をお待ちしております。
　あとは９番、例会の充実ということで。手作り感の
ある例会を一生懸命作りたいと思いますのでよろしく
お願いします。
長くなりますので、そろそろこれで。
最後になりましたが、１年間よろしくお願いします。

荒井　　剛幹事
　皆さん、改めま
して幹事を務めさ
せていただきます
荒井です。どうぞ
１年間よろしくお
願いします。私は
当クラブに入会を
して今年で 10年目
になります。2011 年３月 10日、ちょうど『職業奉

仕例会』で福司さんの所へ行って夜間例会に初めて参
加をしました。私はお酒が全く飲めないのですけれど
も、最初に行った所が福司さんでした。その翌日に「東
日本大震災」が起きてしまったこともありますので、
私が入会をした日のことを本当によく覚えておりま
す。
その年度の会長は尾越さんでしたが、その時の幹事を
務めていたのは舟木さんでした。10年後にまさか私
が舟木会長の下で幹事を務めさせていただくとは、そ
の当時は全く思ってもいなかったですけれども、この
10年間、タイには３回ほど、ブータンには２回ほど
一緒に行かせていただきました。一緒に象に乗ったり、
お金をぼったくられたり、いろいろあったのですが楽
しい思い出をたくさん共有させていただいたと思って
おります。
この１年間、まだまだ全然分からないことだらけです
けれども、精一杯、舟木会長を支えていきたいと思っ
ております。
　恐らく仕事の関係で、忙しいことはもちろんあるの
ですけれども、できれば全部出席をして、どうせ忙し
いときだとしても楽しくやりたいと思っていますの
で、１年間どうぞよろしくお願いします。

クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんにちは。今
年度クラブ運営委
員会を仰せつかり
ました委員長の滝
越です。
私ごとから始めま
すと、このような
例会も例年と違っ

てどんでん返しの時期なので、私がなぜこのように３・
４番手のスピーチに当たるのか、ふっと思いましたら
さかのぼること２年前、舟木さんのお店にばんきり遊
びに行っていました。男同士のひとつの濃厚接触の結
果、このような順番に立たされるとは思ってもいな
かったのです。本当は、第一例会は華やかな例会、そ
して次は３番手ぐらいで来るのですけれども、順番が
狂っていますので、せめて番狂わせで、今年１年どう
なるか分かりませんけれど頑張っていきたいと思いま
す。　　
活動計画書に記載のとおり、私どもの傘下の３委員会
はピカピカの真面目で優秀な委員長さん、副委員長さ
んがやりますので、私がその邪魔にならないように付
いて行くだけで精一杯ですので、生物でいうともう絶
滅危惧種に入っているものですから、取り残されない
ように頑張っていきたいと思います。
ただ、例会を扱っていますので、まずは第１に楽しい
例会、そして楽しくて退屈しない、そしてなにより視

聴率と同じなので満席の例会を目指して委員長さんた
ちといろいろ相談をして対応をしていきたいと思いま
す。
ここで、裏話が１つあるのですけれども。本当をいう
と２月ぐらいから三役と相談をして、少し変わった例
会を試みでチャレンジしました。それは、秋に釧路に
クルーズ船が来ますがその船長さんを呼んで、とその
仕掛けを始めました。しかし９月も 10月も今年は全
滅です。向こう３年間、ダメだと思いますので、そう
いう企画があって裏で努力をしていたことをここに報
告いたします。
実行できなかった幻の例会ですけれど、いずれか後の
クラブ運営の方でも実行をしていただければと思いま
す。自分の夢の例会だったのですけれど断念してし
まったので他の例会で埋め合わせ、活性化・盛り上げ
ていきますのでよろしくお願いいたします。

クラブ広報・会員組織委員会　清水　輝彦委員長
　この度、クラブ
広報・会員組織委
員会の大委員長を
仰せつかりました
清水輝彦と申しま
す。どうぞ１年、
よろしくお願いい
たします。私は昨

年、その中の１つのクラブ会報・雑誌の委員長をさせ
ていただいておりまして、そんな関係で今回上に上
がったのかなと考えております。ちょっと地味ですけ
れども、毎回「このようなことをやっていますよ」を
お伝えするとても大事な仕事だと思っております。
昨年は工藤さんが非常に早く仕事をしてくださった関
係で、僕は少し楽をさせていただきあまり細かい原稿
チェックまでせずとも済んでいて、何かある時きちん
とご連絡をいただいて助かっておりました。
まとめて読むと大変なので、時間があるときに、終わっ
たとき、それから時間がなく例会に出られなかった時
にサッと目を通していただくだけで「ああ、こんな話
があったのか」と理解をしていただけて、その次にま
た続いていくのかと思います。クラブ会報・雑誌の委
員長は水口さん、今日から早速写真を撮ってくださっ
ています。
　続きまして、会員増強･選考･職業分類ですが、例会
でもよく言われている会員増強の話、それから退会防
止のことについては、先ほど舟木会長からもいろいろ
なお話がありまして、これからいろいろ検討をしてい
く。それとは別に、やっぱり増やしていかなければい
けない。そこでは委員長には松井元幹事がいらっしゃ
いますので、コロナの関係でいろいろな人の動きがス
トップしていたので、もしかしたら「たくさん入って

来ないかな」なんて、あわよくばを狙っているところ
があります。
　最後になりますが、元の情報委員会、いまはクラブ
研修委員会ですけれど、邵さん、脇さん、今回の天方
元会長と重鎮の方が揃っておりまして、皆さま方とと
もに昨年できなかった情報集会などがきちんとでき
て、いろいろ皆さんでテーマを掘り下げて話ができた
らいいなと思っています。
いずれにしてもコロナがどうなるのかということで、
ウチの病院の職員も結構『コロナ疲れ』をしておりま
す。これはウチの病院に限らず皆さんそうだと思うの
ですが、どことなく気持ちの上にフタがかかっていて、
もう患者さんたちも職員もそうです。あまり大きな声
では言えませんが、ウチの病院ではこっそり陰で先日
バーベキューをやってしまいました。そうしたらみん
な良い顔をして。このご時世なのでノンアルコール
ビールやノンアルコールカクテルで久しぶりにみんな
の良い笑顔が見られて「やっぱり、やって良かった」と。
これからまだまだ厳しい日が続きますけれど、皆さま
方も上手く息抜きをして、気持ちにちょっと余裕を
持ってこの例会に参加をしていただければということ
で、われわれもお仕事を続けていきたいと思います。
　最後に余談になりますが、ホームページの「会員紹
介」のコーナーは一昨年からプランがあって、昨年６
名ほど載せていただいています。本来のお仕事とは関
係のない趣味などで、移られました道新の菅原支社長
には『街の中のマンションから見える鳥の話』を書い
ていただき、天方前会長には『自室でのシアタールー
ムの話』などを。われこそは、という方がいたらぜひ
お声掛けをいただければと思います。
　どうぞ、今年１年、よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会　髙橋　直人委員長
　こんにちは。今
年度の奉仕プロ
ジェクト委員会大
委員長を仰せつか
りました髙橋です。
副委員長は尾越さ
んについていただ
いております。私
の力のないところは全てカバーをしていただけると
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　奉仕プロジェクト委員会は４つの小委員会を持って
おります。社会奉仕委員会は吉田委員長にお願いをし
ております。職業奉仕委員会には村上委員長、国際奉
仕委員会には小船井パストガバナー、青少年奉仕委員
会には古谷委員長にお願いをしております。皆さまが
力のある方なので、私は椅子に座っていれば良いかと
思いますのでよろしくお願いいたします。

　前回、幹事からも報告がありました青少年奉仕委員
会の『硬式野球』ですが、予算には入っておりますが
コロナ禍の下、中止になってしまいましたので、予算
の全てを用具や寄付に回して進めていきたいと思って
おります。委員会の方は、活動計画に則ってやってい
きたいと思いますので、なにとぞお願い申し上げます。
　それから最後になりますが、今年度は当クラブから
７分区でガバナー補佐となっている石田さんの力にな
りながらも頑張っていきたいと思います。会長とも頑
張っていきますのでなにとぞよろしくお願いいたしま
す。

ロータリー財団・奨学推進委員会　柿田　英樹委員長
　天方直前会長よ
り「トリは短め」
と言われましたの
で、短くさせてい
ただきます。
この度ロータリー
財団・奨学推進委
員会委員長を仰せ
つかりました柿田でございます。１年間どうぞよろし
くお願いいたします。副委員長は、私が入会した時の
会長でした吉田秀俊さんにお願いをしておりますの
で、安心をしてお任せできると思っておりますのでよ
ろしくお願いします。
　先ほど、初めてですけれども神事に参加しました。
神事とはどのようなものかと思って興味津々で行った
のですけれど、「この大きなクラブにしては意外に神
棚が小さい」と思ったので余談で、ごめんなさい。
　われわれには３つの委員会がございます。それぞれ
人選を考えまして、適材適所ということで良い方々を
選ばせていただきました。ロータリー財団寄付推進委
員会は金融界のホープ芦名委員長、よろしくお願いし
ます。そして米山はもちろん『事業・チャリティゴル
フコンペ』がありますので、濱谷さん、よろしくお願
いいたします。最後に、これはわれわれの目玉です。
嵯峨の方は仏教界のホープ菅原委員長、よろしくお願
いいたします。今日はお見えになっていますが、もう
すぐ帰られるそうです。なかなか見ることはできませ
んので、本当に嬉しかったです。ありがとうございま
す。
この３名を中心にわれわれ財団は頑張っていきたいと
思います。そして１年後こちらで、皆さんのテーブル
に１つ１つキャンドルに火を灯していただくよう、無
事に帰港するように努力いたしますので、よろしくお
願いいたします。

池田　いずみ副幹事
　皆さん、こんにちは。今年度副幹事を務めさせてい

ただくことになり
ました池田です。
昨年度はプログラ
ム委員長というこ
とで。他の支店の
支店長は「ロータ
リーに入って、プ
ログラム委員長を

やると凄く大変なのでやるものではない」と言われて
いましたが、なんとか１年間務めることができて良
かったと思っていたところ、舟木会長からお声をかけ
ていただき、今回は副幹事をやらせていただくことに
なりました。
なにぶん不慣れで、ロータリーの皆さんそうだとは思
うのですけれども、会社のように『引き継ぎ』がある
わけではなく、皆さんひとつひとつ調べながらやって
いらっしゃると思いますので、ご迷惑をかけるところ
もあるかもしれませんけれども、なんとか１年間務め
たいと思います。
よろしくお願いいたします。

横田　英喜　副幹事
　皆さん、こんに
ちは。本年度、副
幹事を仰せつかり
ました横田英喜と
申します。釧路ロー
タリーでは副幹事
ですけれども、皆
さんは「終わって
いる」と思っているガバナー年度で会計を今やってい
て、会計はこれからがピークという仕事をやっていま
す。
今日から池田さんと一緒に副幹事ということなのです
が、池田さんがすごく気を利かせて全て率先してやっ
ていただけるので、こちらはただ座っているだけの状
態で、今日を過ごしてしまいました。座っているだけ

なら良いのですけ
れども、机に足を
ぶつけて荒井幹事
の水をこぼしてし
まって申し訳ない
ことをしています。
　今年１年間、副
幹事でお世話にな
ることとしては、ソングリーダーを皆さんにお願いす
ることになるかと思いますので、そのお声掛けをした
ときなどは皆さんに受けていただけるようによろしく
お願いいたします。
　本年度１年間、よろしくお願いします。

土橋　賢一副会長
　最後に、副会長である私から一言ご挨拶を申し上げ
ます。
皆さん、こんにちは。今年度副会長を務めさせていた
だきます土橋です。１年間、よろしくお願いします。
　実は、私も 2010 年の入会でして、浅川さんより２
時間先輩なのですけれども。遊ぶ時だけ付き合って何
かある時に「お手伝いができない」というわけにもい
きませんので。舟木会長、そして荒井幹事と旅仲間で
す。毎年タイだ、ベトナムだ、とご一緒させていただ
きますけれど、荒井幹事が昭和 48年生まれ、僕が
37年生まれ、舟木会長が 26年生まれ 11歳ずつ違い
ます。ですから、二回りぐらい違いますけれど食べに
行っても舟木会長は同い年のような感じがします。
なにはともあれ、今年は何もない年なのかと思ってい
ましたけれど、このコロナで何が起こるか分からない
年に変わってしまいました。この後も第２波、第３波
が来なければ良いですけれども、何が起こるか分かり
ませんので、また世の中に合わせた会の運営をしてい
かなければいけないと思っていますので、皆さんの１
年間のご協力をお願いしたいと思います。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

ハンマー伝達式

会長の時間



■ 本日のプログラム ■
会長・幹事・四大委員長挨拶

 

　　　　　　　　　　　
土橋　賢一副会長
　開会に先立ちま
して、ハンマー伝
達式を執り行いま
す。舟木会長・天
方直前会長・木下
ＳＡＡはご登壇く
ださい。
　ハンマーの伝達
は、天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより
舟木会長へ　お渡しいただきます。天方会長、ハンマー
をお持ちください。
それでは、ハンマーの伝達をお願いいたします。

（天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより舟
木会長へハンマー伝達）

　ただいま、舟木会長がハンマーをしっかりと受け取
りました。ありがとうございました。天方直前会長、
木下ＳＡＡはご降壇ください。
それでは、歴代会長の思いが詰まったハンマーを引き
継ぎました舟木会長より一言ご挨拶をお願いいたしま
す。

舟木　　博会長
　前回の例会で、会長バッジ交換式を行いましたが、
やっとロータリーの会長になったという実感が湧きま
した。そして今日、ハンマー伝達式を終え、いよいよ
第一例会が始まるのだと思うと、緊張をしております。
　よく『歴史と伝統の釧路クラブ』と言いますが、私
で 84代目の会長ということです。これから 90年、
そして 100 年と続くハンマー伝達式のハンマーを箱
根マラソンのタスキに例え、立派に次の杉村君につな
げるように１年間頑張りたいと思います。

　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんに
ちは。本日は第一
例会開始に先立ち、
木下君の鳥取神社
による神事を事務
所で執り行いまし
た。本年度１年間
の釧路ロータリー

の活動の無事を理事・役員の皆さまとともに祈願して
まいりました。
　例年は第一例会と申しますと、ガバナー補佐一同、
各クラブの会長・幹事の皆さんが来てご挨拶をするの
ですが、今年は変則で２カ月ぐらい後に改めて回ると
いうことで聞いております。

　さて、2020-2021 年度は東京オリンピックの年で
した。1964 年以来の２度目の歴史に残る年の会長と
いうことで楽しみにしておりましたが、その名誉は次
年度の杉村君に行ってしまいました。
ちなみに前回の東京オリンピックのときの会長は両角
純三さんでした。また、皆さまご存じの嵯峨記念育英
会の創始者の嵯峨晃さんは、当時地区分区代理でした。
余談ですが、地区分区代理の呼称が『ガバナー補佐』
に変わったのは、清水幸彦パストガバナーが会長のと
きで、1974-1975 年度でした。当時、清水先生は 45
歳ということで、随分若かったと思って見ていました。
　ところで、今年の会長は当年 69歳、ということで
終わったときには 70歳のロートルです。昔の言葉で
よく『ロートル』を使いましたが、まさにそれに当たっ
ております。歳ということで、老骨にムチを打ってこ
の１年間スタッフ一同、頑張りたいと思いますので皆
さまよろしくお願い申し上げます。
つたない挨拶ですが、第一例会の挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございます。

　
舟木　　博会長
　皆さん、度々３
度目の「こんにち
は」です、よろし
くお願いします。
本日の第一例会に
多数の会員の皆さ
まに参加をしてい
ただき大変ありが
とうございました。特に久しぶりに参加をしていただ
いた浅野君、ありがとうございます。今年１年間、役
員でよろしくお願いいたします。すみません、拍手を
浅野君にお願いします。（拍手）
　それでは、会長の指針をお話させていただきます。
先日の『クラブ協議会』に出席された方には、既にお
話をさせていただいておりますが、会長基本方針に表
したように 2020－2021 年度のＲＩホルガー・クナー
ク会長の「ロータリーは機会の扉を開く」と、2500
地区松田英郎ガバナーの「ランクアップしましょう」
のテーマを基本に、釧路クラブは「Together ！次世
代へ共に築こうロータリー！」をクラブスローガンと
して掲げております。
クラブスローガンの最初の言葉である「Together ！」
は「ともに」「一緒に」が意味しますように、ＲＩ・地
区・クラブが三位一体になって奉仕活動ができれば最
高の年になるかと思っております。
　本年度、当クラブは１番から９番までの活動計画を

立てました。かい摘まんでご説明をさせていただきま
すと、１番は特に、退会防止に何か役に立つことがで
きないかと思いまして、メンバーにやむを得ない事情
が発生した場合には救済処置として「休会規定」を設
けることができないかと考えております。理事会など
で、これから討論をしたいと思っております。
　また、会員拡大は副幹事の池田いずみさんではない
ですけれど、優秀な女性会員が増えれば良いと思って
おります。実ははじめ、女性会員が入るというときは
「女性会員が入るならもう辞めようか」と思っていま
したけれど、このような素晴らしい会員だったら何人
いても良いと思っております。
　特に、４番の「国内に友好姉妹クラブを作りたい」
という思いが前からありました。それについても理事
会などでどこか良いクラブを探したいと考えておりま
す。
　また、７番の台北中央クラブとの関係をどうするか
ということで、本年度は５年に１度の話し合いをする
場を持ちます。その中で、毎年毎年、周年ということ
で台北中央クラブとは交流をしておりますが、「大変
なのではないか」という話もありますので、それにつ
いても検討をしたいと思います。それに関係があるの
ですけれども、台北中央クラブの周年、それと台北中
央クラブからガバナーが出ていて『地区大会』、また
来年６月の『世界大会』と。前回来た時に、「３回来
てね」と言われました。とても３回は無理なので、今
回は１回に絞って『世界大会』６月 11日～６月 14
日に行きたいと思っております。いまのところ予定と
して 25名程度の人間で行きたいと思っております。
実は、台北ロータリークラブのメンバーの親族がホテ
ル経営もされていますので、本来でしたらホテルも取
れないのですけれど、ありがたいことにわれわれの分
も用意をしていただきました。特別良いホテルですの
で、ぜひ皆さん参加の方をお待ちしております。
　あとは９番、例会の充実ということで。手作り感の
ある例会を一生懸命作りたいと思いますのでよろしく
お願いします。
長くなりますので、そろそろこれで。
最後になりましたが、１年間よろしくお願いします。

荒井　　剛幹事
　皆さん、改めま
して幹事を務めさ
せていただきます
荒井です。どうぞ
１年間よろしくお
願いします。私は
当クラブに入会を
して今年で 10年目
になります。2011 年３月 10日、ちょうど『職業奉

仕例会』で福司さんの所へ行って夜間例会に初めて参
加をしました。私はお酒が全く飲めないのですけれど
も、最初に行った所が福司さんでした。その翌日に「東
日本大震災」が起きてしまったこともありますので、
私が入会をした日のことを本当によく覚えておりま
す。
その年度の会長は尾越さんでしたが、その時の幹事を
務めていたのは舟木さんでした。10年後にまさか私
が舟木会長の下で幹事を務めさせていただくとは、そ
の当時は全く思ってもいなかったですけれども、この
10年間、タイには３回ほど、ブータンには２回ほど
一緒に行かせていただきました。一緒に象に乗ったり、
お金をぼったくられたり、いろいろあったのですが楽
しい思い出をたくさん共有させていただいたと思って
おります。
この１年間、まだまだ全然分からないことだらけです
けれども、精一杯、舟木会長を支えていきたいと思っ
ております。
　恐らく仕事の関係で、忙しいことはもちろんあるの
ですけれども、できれば全部出席をして、どうせ忙し
いときだとしても楽しくやりたいと思っていますの
で、１年間どうぞよろしくお願いします。

クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんにちは。今
年度クラブ運営委
員会を仰せつかり
ました委員長の滝
越です。
私ごとから始めま
すと、このような
例会も例年と違っ

てどんでん返しの時期なので、私がなぜこのように３・
４番手のスピーチに当たるのか、ふっと思いましたら
さかのぼること２年前、舟木さんのお店にばんきり遊
びに行っていました。男同士のひとつの濃厚接触の結
果、このような順番に立たされるとは思ってもいな
かったのです。本当は、第一例会は華やかな例会、そ
して次は３番手ぐらいで来るのですけれども、順番が
狂っていますので、せめて番狂わせで、今年１年どう
なるか分かりませんけれど頑張っていきたいと思いま
す。　　
活動計画書に記載のとおり、私どもの傘下の３委員会
はピカピカの真面目で優秀な委員長さん、副委員長さ
んがやりますので、私がその邪魔にならないように付
いて行くだけで精一杯ですので、生物でいうともう絶
滅危惧種に入っているものですから、取り残されない
ように頑張っていきたいと思います。
ただ、例会を扱っていますので、まずは第１に楽しい
例会、そして楽しくて退屈しない、そしてなにより視

聴率と同じなので満席の例会を目指して委員長さんた
ちといろいろ相談をして対応をしていきたいと思いま
す。
ここで、裏話が１つあるのですけれども。本当をいう
と２月ぐらいから三役と相談をして、少し変わった例
会を試みでチャレンジしました。それは、秋に釧路に
クルーズ船が来ますがその船長さんを呼んで、とその
仕掛けを始めました。しかし９月も 10月も今年は全
滅です。向こう３年間、ダメだと思いますので、そう
いう企画があって裏で努力をしていたことをここに報
告いたします。
実行できなかった幻の例会ですけれど、いずれか後の
クラブ運営の方でも実行をしていただければと思いま
す。自分の夢の例会だったのですけれど断念してし
まったので他の例会で埋め合わせ、活性化・盛り上げ
ていきますのでよろしくお願いいたします。

クラブ広報・会員組織委員会　清水　輝彦委員長
　この度、クラブ
広報・会員組織委
員会の大委員長を
仰せつかりました
清水輝彦と申しま
す。どうぞ１年、
よろしくお願いい
たします。私は昨

年、その中の１つのクラブ会報・雑誌の委員長をさせ
ていただいておりまして、そんな関係で今回上に上
がったのかなと考えております。ちょっと地味ですけ
れども、毎回「このようなことをやっていますよ」を
お伝えするとても大事な仕事だと思っております。
昨年は工藤さんが非常に早く仕事をしてくださった関
係で、僕は少し楽をさせていただきあまり細かい原稿
チェックまでせずとも済んでいて、何かある時きちん
とご連絡をいただいて助かっておりました。
まとめて読むと大変なので、時間があるときに、終わっ
たとき、それから時間がなく例会に出られなかった時
にサッと目を通していただくだけで「ああ、こんな話
があったのか」と理解をしていただけて、その次にま
た続いていくのかと思います。クラブ会報・雑誌の委
員長は水口さん、今日から早速写真を撮ってくださっ
ています。
　続きまして、会員増強･選考･職業分類ですが、例会
でもよく言われている会員増強の話、それから退会防
止のことについては、先ほど舟木会長からもいろいろ
なお話がありまして、これからいろいろ検討をしてい
く。それとは別に、やっぱり増やしていかなければい
けない。そこでは委員長には松井元幹事がいらっしゃ
いますので、コロナの関係でいろいろな人の動きがス
トップしていたので、もしかしたら「たくさん入って

来ないかな」なんて、あわよくばを狙っているところ
があります。
　最後になりますが、元の情報委員会、いまはクラブ
研修委員会ですけれど、邵さん、脇さん、今回の天方
元会長と重鎮の方が揃っておりまして、皆さま方とと
もに昨年できなかった情報集会などがきちんとでき
て、いろいろ皆さんでテーマを掘り下げて話ができた
らいいなと思っています。
いずれにしてもコロナがどうなるのかということで、
ウチの病院の職員も結構『コロナ疲れ』をしておりま
す。これはウチの病院に限らず皆さんそうだと思うの
ですが、どことなく気持ちの上にフタがかかっていて、
もう患者さんたちも職員もそうです。あまり大きな声
では言えませんが、ウチの病院ではこっそり陰で先日
バーベキューをやってしまいました。そうしたらみん
な良い顔をして。このご時世なのでノンアルコール
ビールやノンアルコールカクテルで久しぶりにみんな
の良い笑顔が見られて「やっぱり、やって良かった」と。
これからまだまだ厳しい日が続きますけれど、皆さま
方も上手く息抜きをして、気持ちにちょっと余裕を
持ってこの例会に参加をしていただければということ
で、われわれもお仕事を続けていきたいと思います。
　最後に余談になりますが、ホームページの「会員紹
介」のコーナーは一昨年からプランがあって、昨年６
名ほど載せていただいています。本来のお仕事とは関
係のない趣味などで、移られました道新の菅原支社長
には『街の中のマンションから見える鳥の話』を書い
ていただき、天方前会長には『自室でのシアタールー
ムの話』などを。われこそは、という方がいたらぜひ
お声掛けをいただければと思います。
　どうぞ、今年１年、よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会　髙橋　直人委員長
　こんにちは。今
年度の奉仕プロ
ジェクト委員会大
委員長を仰せつか
りました髙橋です。
副委員長は尾越さ
んについていただ
いております。私
の力のないところは全てカバーをしていただけると
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　奉仕プロジェクト委員会は４つの小委員会を持って
おります。社会奉仕委員会は吉田委員長にお願いをし
ております。職業奉仕委員会には村上委員長、国際奉
仕委員会には小船井パストガバナー、青少年奉仕委員
会には古谷委員長にお願いをしております。皆さまが
力のある方なので、私は椅子に座っていれば良いかと
思いますのでよろしくお願いいたします。

　前回、幹事からも報告がありました青少年奉仕委員
会の『硬式野球』ですが、予算には入っておりますが
コロナ禍の下、中止になってしまいましたので、予算
の全てを用具や寄付に回して進めていきたいと思って
おります。委員会の方は、活動計画に則ってやってい
きたいと思いますので、なにとぞお願い申し上げます。
　それから最後になりますが、今年度は当クラブから
７分区でガバナー補佐となっている石田さんの力にな
りながらも頑張っていきたいと思います。会長とも頑
張っていきますのでなにとぞよろしくお願いいたしま
す。

ロータリー財団・奨学推進委員会　柿田　英樹委員長
　天方直前会長よ
り「トリは短め」
と言われましたの
で、短くさせてい
ただきます。
この度ロータリー
財団・奨学推進委
員会委員長を仰せ
つかりました柿田でございます。１年間どうぞよろし
くお願いいたします。副委員長は、私が入会した時の
会長でした吉田秀俊さんにお願いをしておりますの
で、安心をしてお任せできると思っておりますのでよ
ろしくお願いします。
　先ほど、初めてですけれども神事に参加しました。
神事とはどのようなものかと思って興味津々で行った
のですけれど、「この大きなクラブにしては意外に神
棚が小さい」と思ったので余談で、ごめんなさい。
　われわれには３つの委員会がございます。それぞれ
人選を考えまして、適材適所ということで良い方々を
選ばせていただきました。ロータリー財団寄付推進委
員会は金融界のホープ芦名委員長、よろしくお願いし
ます。そして米山はもちろん『事業・チャリティゴル
フコンペ』がありますので、濱谷さん、よろしくお願
いいたします。最後に、これはわれわれの目玉です。
嵯峨の方は仏教界のホープ菅原委員長、よろしくお願
いいたします。今日はお見えになっていますが、もう
すぐ帰られるそうです。なかなか見ることはできませ
んので、本当に嬉しかったです。ありがとうございま
す。
この３名を中心にわれわれ財団は頑張っていきたいと
思います。そして１年後こちらで、皆さんのテーブル
に１つ１つキャンドルに火を灯していただくよう、無
事に帰港するように努力いたしますので、よろしくお
願いいたします。

池田　いずみ副幹事
　皆さん、こんにちは。今年度副幹事を務めさせてい

ただくことになり
ました池田です。
昨年度はプログラ
ム委員長というこ
とで。他の支店の
支店長は「ロータ
リーに入って、プ
ログラム委員長を

やると凄く大変なのでやるものではない」と言われて
いましたが、なんとか１年間務めることができて良
かったと思っていたところ、舟木会長からお声をかけ
ていただき、今回は副幹事をやらせていただくことに
なりました。
なにぶん不慣れで、ロータリーの皆さんそうだとは思
うのですけれども、会社のように『引き継ぎ』がある
わけではなく、皆さんひとつひとつ調べながらやって
いらっしゃると思いますので、ご迷惑をかけるところ
もあるかもしれませんけれども、なんとか１年間務め
たいと思います。
よろしくお願いいたします。

横田　英喜　副幹事
　皆さん、こんに
ちは。本年度、副
幹事を仰せつかり
ました横田英喜と
申します。釧路ロー
タリーでは副幹事
ですけれども、皆
さんは「終わって
いる」と思っているガバナー年度で会計を今やってい
て、会計はこれからがピークという仕事をやっていま
す。
今日から池田さんと一緒に副幹事ということなのです
が、池田さんがすごく気を利かせて全て率先してやっ
ていただけるので、こちらはただ座っているだけの状
態で、今日を過ごしてしまいました。座っているだけ

なら良いのですけ
れども、机に足を
ぶつけて荒井幹事
の水をこぼしてし
まって申し訳ない
ことをしています。
　今年１年間、副
幹事でお世話にな
ることとしては、ソングリーダーを皆さんにお願いす
ることになるかと思いますので、そのお声掛けをした
ときなどは皆さんに受けていただけるようによろしく
お願いいたします。
　本年度１年間、よろしくお願いします。

土橋　賢一副会長
　最後に、副会長である私から一言ご挨拶を申し上げ
ます。
皆さん、こんにちは。今年度副会長を務めさせていた
だきます土橋です。１年間、よろしくお願いします。
　実は、私も 2010 年の入会でして、浅川さんより２
時間先輩なのですけれども。遊ぶ時だけ付き合って何
かある時に「お手伝いができない」というわけにもい
きませんので。舟木会長、そして荒井幹事と旅仲間で
す。毎年タイだ、ベトナムだ、とご一緒させていただ
きますけれど、荒井幹事が昭和 48年生まれ、僕が
37年生まれ、舟木会長が 26年生まれ 11歳ずつ違い
ます。ですから、二回りぐらい違いますけれど食べに
行っても舟木会長は同い年のような感じがします。
なにはともあれ、今年は何もない年なのかと思ってい
ましたけれど、このコロナで何が起こるか分からない
年に変わってしまいました。この後も第２波、第３波
が来なければ良いですけれども、何が起こるか分かり
ませんので、また世の中に合わせた会の運営をしてい
かなければいけないと思っていますので、皆さんの１
年間のご協力をお願いしたいと思います。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。



 

　　　　　　　　　　　
土橋　賢一副会長
　開会に先立ちま
して、ハンマー伝
達式を執り行いま
す。舟木会長・天
方直前会長・木下
ＳＡＡはご登壇く
ださい。
　ハンマーの伝達
は、天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより
舟木会長へ　お渡しいただきます。天方会長、ハンマー
をお持ちください。
それでは、ハンマーの伝達をお願いいたします。

（天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより舟
木会長へハンマー伝達）

　ただいま、舟木会長がハンマーをしっかりと受け取
りました。ありがとうございました。天方直前会長、
木下ＳＡＡはご降壇ください。
それでは、歴代会長の思いが詰まったハンマーを引き
継ぎました舟木会長より一言ご挨拶をお願いいたしま
す。

舟木　　博会長
　前回の例会で、会長バッジ交換式を行いましたが、
やっとロータリーの会長になったという実感が湧きま
した。そして今日、ハンマー伝達式を終え、いよいよ
第一例会が始まるのだと思うと、緊張をしております。
　よく『歴史と伝統の釧路クラブ』と言いますが、私
で 84代目の会長ということです。これから 90年、
そして 100 年と続くハンマー伝達式のハンマーを箱
根マラソンのタスキに例え、立派に次の杉村君につな
げるように１年間頑張りたいと思います。

　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんに
ちは。本日は第一
例会開始に先立ち、
木下君の鳥取神社
による神事を事務
所で執り行いまし
た。本年度１年間
の釧路ロータリー

の活動の無事を理事・役員の皆さまとともに祈願して
まいりました。
　例年は第一例会と申しますと、ガバナー補佐一同、
各クラブの会長・幹事の皆さんが来てご挨拶をするの
ですが、今年は変則で２カ月ぐらい後に改めて回ると
いうことで聞いております。

　さて、2020-2021 年度は東京オリンピックの年で
した。1964 年以来の２度目の歴史に残る年の会長と
いうことで楽しみにしておりましたが、その名誉は次
年度の杉村君に行ってしまいました。
ちなみに前回の東京オリンピックのときの会長は両角
純三さんでした。また、皆さまご存じの嵯峨記念育英
会の創始者の嵯峨晃さんは、当時地区分区代理でした。
余談ですが、地区分区代理の呼称が『ガバナー補佐』
に変わったのは、清水幸彦パストガバナーが会長のと
きで、1974-1975 年度でした。当時、清水先生は 45
歳ということで、随分若かったと思って見ていました。
　ところで、今年の会長は当年 69歳、ということで
終わったときには 70歳のロートルです。昔の言葉で
よく『ロートル』を使いましたが、まさにそれに当たっ
ております。歳ということで、老骨にムチを打ってこ
の１年間スタッフ一同、頑張りたいと思いますので皆
さまよろしくお願い申し上げます。
つたない挨拶ですが、第一例会の挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございます。

　
舟木　　博会長
　皆さん、度々３
度目の「こんにち
は」です、よろし
くお願いします。
本日の第一例会に
多数の会員の皆さ
まに参加をしてい
ただき大変ありが
とうございました。特に久しぶりに参加をしていただ
いた浅野君、ありがとうございます。今年１年間、役
員でよろしくお願いいたします。すみません、拍手を
浅野君にお願いします。（拍手）
　それでは、会長の指針をお話させていただきます。
先日の『クラブ協議会』に出席された方には、既にお
話をさせていただいておりますが、会長基本方針に表
したように 2020－2021 年度のＲＩホルガー・クナー
ク会長の「ロータリーは機会の扉を開く」と、2500
地区松田英郎ガバナーの「ランクアップしましょう」
のテーマを基本に、釧路クラブは「Together ！次世
代へ共に築こうロータリー！」をクラブスローガンと
して掲げております。
クラブスローガンの最初の言葉である「Together ！」
は「ともに」「一緒に」が意味しますように、ＲＩ・地
区・クラブが三位一体になって奉仕活動ができれば最
高の年になるかと思っております。
　本年度、当クラブは１番から９番までの活動計画を

立てました。かい摘まんでご説明をさせていただきま
すと、１番は特に、退会防止に何か役に立つことがで
きないかと思いまして、メンバーにやむを得ない事情
が発生した場合には救済処置として「休会規定」を設
けることができないかと考えております。理事会など
で、これから討論をしたいと思っております。
　また、会員拡大は副幹事の池田いずみさんではない
ですけれど、優秀な女性会員が増えれば良いと思って
おります。実ははじめ、女性会員が入るというときは
「女性会員が入るならもう辞めようか」と思っていま
したけれど、このような素晴らしい会員だったら何人
いても良いと思っております。
　特に、４番の「国内に友好姉妹クラブを作りたい」
という思いが前からありました。それについても理事
会などでどこか良いクラブを探したいと考えておりま
す。
　また、７番の台北中央クラブとの関係をどうするか
ということで、本年度は５年に１度の話し合いをする
場を持ちます。その中で、毎年毎年、周年ということ
で台北中央クラブとは交流をしておりますが、「大変
なのではないか」という話もありますので、それにつ
いても検討をしたいと思います。それに関係があるの
ですけれども、台北中央クラブの周年、それと台北中
央クラブからガバナーが出ていて『地区大会』、また
来年６月の『世界大会』と。前回来た時に、「３回来
てね」と言われました。とても３回は無理なので、今
回は１回に絞って『世界大会』６月 11日～６月 14
日に行きたいと思っております。いまのところ予定と
して 25名程度の人間で行きたいと思っております。
実は、台北ロータリークラブのメンバーの親族がホテ
ル経営もされていますので、本来でしたらホテルも取
れないのですけれど、ありがたいことにわれわれの分
も用意をしていただきました。特別良いホテルですの
で、ぜひ皆さん参加の方をお待ちしております。
　あとは９番、例会の充実ということで。手作り感の
ある例会を一生懸命作りたいと思いますのでよろしく
お願いします。
長くなりますので、そろそろこれで。
最後になりましたが、１年間よろしくお願いします。

荒井　　剛幹事
　皆さん、改めま
して幹事を務めさ
せていただきます
荒井です。どうぞ
１年間よろしくお
願いします。私は
当クラブに入会を
して今年で 10年目
になります。2011 年３月 10日、ちょうど『職業奉

仕例会』で福司さんの所へ行って夜間例会に初めて参
加をしました。私はお酒が全く飲めないのですけれど
も、最初に行った所が福司さんでした。その翌日に「東
日本大震災」が起きてしまったこともありますので、
私が入会をした日のことを本当によく覚えておりま
す。
その年度の会長は尾越さんでしたが、その時の幹事を
務めていたのは舟木さんでした。10年後にまさか私
が舟木会長の下で幹事を務めさせていただくとは、そ
の当時は全く思ってもいなかったですけれども、この
10年間、タイには３回ほど、ブータンには２回ほど
一緒に行かせていただきました。一緒に象に乗ったり、
お金をぼったくられたり、いろいろあったのですが楽
しい思い出をたくさん共有させていただいたと思って
おります。
この１年間、まだまだ全然分からないことだらけです
けれども、精一杯、舟木会長を支えていきたいと思っ
ております。
　恐らく仕事の関係で、忙しいことはもちろんあるの
ですけれども、できれば全部出席をして、どうせ忙し
いときだとしても楽しくやりたいと思っていますの
で、１年間どうぞよろしくお願いします。

クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんにちは。今
年度クラブ運営委
員会を仰せつかり
ました委員長の滝
越です。
私ごとから始めま
すと、このような
例会も例年と違っ

てどんでん返しの時期なので、私がなぜこのように３・
４番手のスピーチに当たるのか、ふっと思いましたら
さかのぼること２年前、舟木さんのお店にばんきり遊
びに行っていました。男同士のひとつの濃厚接触の結
果、このような順番に立たされるとは思ってもいな
かったのです。本当は、第一例会は華やかな例会、そ
して次は３番手ぐらいで来るのですけれども、順番が
狂っていますので、せめて番狂わせで、今年１年どう
なるか分かりませんけれど頑張っていきたいと思いま
す。　　
活動計画書に記載のとおり、私どもの傘下の３委員会
はピカピカの真面目で優秀な委員長さん、副委員長さ
んがやりますので、私がその邪魔にならないように付
いて行くだけで精一杯ですので、生物でいうともう絶
滅危惧種に入っているものですから、取り残されない
ように頑張っていきたいと思います。
ただ、例会を扱っていますので、まずは第１に楽しい
例会、そして楽しくて退屈しない、そしてなにより視

聴率と同じなので満席の例会を目指して委員長さんた
ちといろいろ相談をして対応をしていきたいと思いま
す。
ここで、裏話が１つあるのですけれども。本当をいう
と２月ぐらいから三役と相談をして、少し変わった例
会を試みでチャレンジしました。それは、秋に釧路に
クルーズ船が来ますがその船長さんを呼んで、とその
仕掛けを始めました。しかし９月も 10月も今年は全
滅です。向こう３年間、ダメだと思いますので、そう
いう企画があって裏で努力をしていたことをここに報
告いたします。
実行できなかった幻の例会ですけれど、いずれか後の
クラブ運営の方でも実行をしていただければと思いま
す。自分の夢の例会だったのですけれど断念してし
まったので他の例会で埋め合わせ、活性化・盛り上げ
ていきますのでよろしくお願いいたします。

クラブ広報・会員組織委員会　清水　輝彦委員長
　この度、クラブ
広報・会員組織委
員会の大委員長を
仰せつかりました
清水輝彦と申しま
す。どうぞ１年、
よろしくお願いい
たします。私は昨

年、その中の１つのクラブ会報・雑誌の委員長をさせ
ていただいておりまして、そんな関係で今回上に上
がったのかなと考えております。ちょっと地味ですけ
れども、毎回「このようなことをやっていますよ」を
お伝えするとても大事な仕事だと思っております。
昨年は工藤さんが非常に早く仕事をしてくださった関
係で、僕は少し楽をさせていただきあまり細かい原稿
チェックまでせずとも済んでいて、何かある時きちん
とご連絡をいただいて助かっておりました。
まとめて読むと大変なので、時間があるときに、終わっ
たとき、それから時間がなく例会に出られなかった時
にサッと目を通していただくだけで「ああ、こんな話
があったのか」と理解をしていただけて、その次にま
た続いていくのかと思います。クラブ会報・雑誌の委
員長は水口さん、今日から早速写真を撮ってくださっ
ています。
　続きまして、会員増強･選考･職業分類ですが、例会
でもよく言われている会員増強の話、それから退会防
止のことについては、先ほど舟木会長からもいろいろ
なお話がありまして、これからいろいろ検討をしてい
く。それとは別に、やっぱり増やしていかなければい
けない。そこでは委員長には松井元幹事がいらっしゃ
いますので、コロナの関係でいろいろな人の動きがス
トップしていたので、もしかしたら「たくさん入って

来ないかな」なんて、あわよくばを狙っているところ
があります。
　最後になりますが、元の情報委員会、いまはクラブ
研修委員会ですけれど、邵さん、脇さん、今回の天方
元会長と重鎮の方が揃っておりまして、皆さま方とと
もに昨年できなかった情報集会などがきちんとでき
て、いろいろ皆さんでテーマを掘り下げて話ができた
らいいなと思っています。
いずれにしてもコロナがどうなるのかということで、
ウチの病院の職員も結構『コロナ疲れ』をしておりま
す。これはウチの病院に限らず皆さんそうだと思うの
ですが、どことなく気持ちの上にフタがかかっていて、
もう患者さんたちも職員もそうです。あまり大きな声
では言えませんが、ウチの病院ではこっそり陰で先日
バーベキューをやってしまいました。そうしたらみん
な良い顔をして。このご時世なのでノンアルコール
ビールやノンアルコールカクテルで久しぶりにみんな
の良い笑顔が見られて「やっぱり、やって良かった」と。
これからまだまだ厳しい日が続きますけれど、皆さま
方も上手く息抜きをして、気持ちにちょっと余裕を
持ってこの例会に参加をしていただければということ
で、われわれもお仕事を続けていきたいと思います。
　最後に余談になりますが、ホームページの「会員紹
介」のコーナーは一昨年からプランがあって、昨年６
名ほど載せていただいています。本来のお仕事とは関
係のない趣味などで、移られました道新の菅原支社長
には『街の中のマンションから見える鳥の話』を書い
ていただき、天方前会長には『自室でのシアタールー
ムの話』などを。われこそは、という方がいたらぜひ
お声掛けをいただければと思います。
　どうぞ、今年１年、よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会　髙橋　直人委員長
　こんにちは。今
年度の奉仕プロ
ジェクト委員会大
委員長を仰せつか
りました髙橋です。
副委員長は尾越さ
んについていただ
いております。私
の力のないところは全てカバーをしていただけると
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　奉仕プロジェクト委員会は４つの小委員会を持って
おります。社会奉仕委員会は吉田委員長にお願いをし
ております。職業奉仕委員会には村上委員長、国際奉
仕委員会には小船井パストガバナー、青少年奉仕委員
会には古谷委員長にお願いをしております。皆さまが
力のある方なので、私は椅子に座っていれば良いかと
思いますのでよろしくお願いいたします。

　前回、幹事からも報告がありました青少年奉仕委員
会の『硬式野球』ですが、予算には入っておりますが
コロナ禍の下、中止になってしまいましたので、予算
の全てを用具や寄付に回して進めていきたいと思って
おります。委員会の方は、活動計画に則ってやってい
きたいと思いますので、なにとぞお願い申し上げます。
　それから最後になりますが、今年度は当クラブから
７分区でガバナー補佐となっている石田さんの力にな
りながらも頑張っていきたいと思います。会長とも頑
張っていきますのでなにとぞよろしくお願いいたしま
す。

ロータリー財団・奨学推進委員会　柿田　英樹委員長
　天方直前会長よ
り「トリは短め」
と言われましたの
で、短くさせてい
ただきます。
この度ロータリー
財団・奨学推進委
員会委員長を仰せ
つかりました柿田でございます。１年間どうぞよろし
くお願いいたします。副委員長は、私が入会した時の
会長でした吉田秀俊さんにお願いをしておりますの
で、安心をしてお任せできると思っておりますのでよ
ろしくお願いします。
　先ほど、初めてですけれども神事に参加しました。
神事とはどのようなものかと思って興味津々で行った
のですけれど、「この大きなクラブにしては意外に神
棚が小さい」と思ったので余談で、ごめんなさい。
　われわれには３つの委員会がございます。それぞれ
人選を考えまして、適材適所ということで良い方々を
選ばせていただきました。ロータリー財団寄付推進委
員会は金融界のホープ芦名委員長、よろしくお願いし
ます。そして米山はもちろん『事業・チャリティゴル
フコンペ』がありますので、濱谷さん、よろしくお願
いいたします。最後に、これはわれわれの目玉です。
嵯峨の方は仏教界のホープ菅原委員長、よろしくお願
いいたします。今日はお見えになっていますが、もう
すぐ帰られるそうです。なかなか見ることはできませ
んので、本当に嬉しかったです。ありがとうございま
す。
この３名を中心にわれわれ財団は頑張っていきたいと
思います。そして１年後こちらで、皆さんのテーブル
に１つ１つキャンドルに火を灯していただくよう、無
事に帰港するように努力いたしますので、よろしくお
願いいたします。

池田　いずみ副幹事
　皆さん、こんにちは。今年度副幹事を務めさせてい

ただくことになり
ました池田です。
昨年度はプログラ
ム委員長というこ
とで。他の支店の
支店長は「ロータ
リーに入って、プ
ログラム委員長を

やると凄く大変なのでやるものではない」と言われて
いましたが、なんとか１年間務めることができて良
かったと思っていたところ、舟木会長からお声をかけ
ていただき、今回は副幹事をやらせていただくことに
なりました。
なにぶん不慣れで、ロータリーの皆さんそうだとは思
うのですけれども、会社のように『引き継ぎ』がある
わけではなく、皆さんひとつひとつ調べながらやって
いらっしゃると思いますので、ご迷惑をかけるところ
もあるかもしれませんけれども、なんとか１年間務め
たいと思います。
よろしくお願いいたします。

横田　英喜　副幹事
　皆さん、こんに
ちは。本年度、副
幹事を仰せつかり
ました横田英喜と
申します。釧路ロー
タリーでは副幹事
ですけれども、皆
さんは「終わって
いる」と思っているガバナー年度で会計を今やってい
て、会計はこれからがピークという仕事をやっていま
す。
今日から池田さんと一緒に副幹事ということなのです
が、池田さんがすごく気を利かせて全て率先してやっ
ていただけるので、こちらはただ座っているだけの状
態で、今日を過ごしてしまいました。座っているだけ

なら良いのですけ
れども、机に足を
ぶつけて荒井幹事
の水をこぼしてし
まって申し訳ない
ことをしています。
　今年１年間、副
幹事でお世話にな
ることとしては、ソングリーダーを皆さんにお願いす
ることになるかと思いますので、そのお声掛けをした
ときなどは皆さんに受けていただけるようによろしく
お願いいたします。
　本年度１年間、よろしくお願いします。

土橋　賢一副会長
　最後に、副会長である私から一言ご挨拶を申し上げ
ます。
皆さん、こんにちは。今年度副会長を務めさせていた
だきます土橋です。１年間、よろしくお願いします。
　実は、私も 2010 年の入会でして、浅川さんより２
時間先輩なのですけれども。遊ぶ時だけ付き合って何
かある時に「お手伝いができない」というわけにもい
きませんので。舟木会長、そして荒井幹事と旅仲間で
す。毎年タイだ、ベトナムだ、とご一緒させていただ
きますけれど、荒井幹事が昭和 48年生まれ、僕が
37年生まれ、舟木会長が 26年生まれ 11歳ずつ違い
ます。ですから、二回りぐらい違いますけれど食べに
行っても舟木会長は同い年のような感じがします。
なにはともあれ、今年は何もない年なのかと思ってい
ましたけれど、このコロナで何が起こるか分からない
年に変わってしまいました。この後も第２波、第３波
が来なければ良いですけれども、何が起こるか分かり
ませんので、また世の中に合わせた会の運営をしてい
かなければいけないと思っていますので、皆さんの１
年間のご協力をお願いしたいと思います。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。



 

　　　　　　　　　　　
土橋　賢一副会長
　開会に先立ちま
して、ハンマー伝
達式を執り行いま
す。舟木会長・天
方直前会長・木下
ＳＡＡはご登壇く
ださい。
　ハンマーの伝達
は、天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより
舟木会長へ　お渡しいただきます。天方会長、ハンマー
をお持ちください。
それでは、ハンマーの伝達をお願いいたします。

（天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより舟
木会長へハンマー伝達）

　ただいま、舟木会長がハンマーをしっかりと受け取
りました。ありがとうございました。天方直前会長、
木下ＳＡＡはご降壇ください。
それでは、歴代会長の思いが詰まったハンマーを引き
継ぎました舟木会長より一言ご挨拶をお願いいたしま
す。

舟木　　博会長
　前回の例会で、会長バッジ交換式を行いましたが、
やっとロータリーの会長になったという実感が湧きま
した。そして今日、ハンマー伝達式を終え、いよいよ
第一例会が始まるのだと思うと、緊張をしております。
　よく『歴史と伝統の釧路クラブ』と言いますが、私
で 84代目の会長ということです。これから 90年、
そして 100 年と続くハンマー伝達式のハンマーを箱
根マラソンのタスキに例え、立派に次の杉村君につな
げるように１年間頑張りたいと思います。

　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんに
ちは。本日は第一
例会開始に先立ち、
木下君の鳥取神社
による神事を事務
所で執り行いまし
た。本年度１年間
の釧路ロータリー

の活動の無事を理事・役員の皆さまとともに祈願して
まいりました。
　例年は第一例会と申しますと、ガバナー補佐一同、
各クラブの会長・幹事の皆さんが来てご挨拶をするの
ですが、今年は変則で２カ月ぐらい後に改めて回ると
いうことで聞いております。

　さて、2020-2021 年度は東京オリンピックの年で
した。1964 年以来の２度目の歴史に残る年の会長と
いうことで楽しみにしておりましたが、その名誉は次
年度の杉村君に行ってしまいました。
ちなみに前回の東京オリンピックのときの会長は両角
純三さんでした。また、皆さまご存じの嵯峨記念育英
会の創始者の嵯峨晃さんは、当時地区分区代理でした。
余談ですが、地区分区代理の呼称が『ガバナー補佐』
に変わったのは、清水幸彦パストガバナーが会長のと
きで、1974-1975 年度でした。当時、清水先生は 45
歳ということで、随分若かったと思って見ていました。
　ところで、今年の会長は当年 69歳、ということで
終わったときには 70歳のロートルです。昔の言葉で
よく『ロートル』を使いましたが、まさにそれに当たっ
ております。歳ということで、老骨にムチを打ってこ
の１年間スタッフ一同、頑張りたいと思いますので皆
さまよろしくお願い申し上げます。
つたない挨拶ですが、第一例会の挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございます。

　
舟木　　博会長
　皆さん、度々３
度目の「こんにち
は」です、よろし
くお願いします。
本日の第一例会に
多数の会員の皆さ
まに参加をしてい
ただき大変ありが
とうございました。特に久しぶりに参加をしていただ
いた浅野君、ありがとうございます。今年１年間、役
員でよろしくお願いいたします。すみません、拍手を
浅野君にお願いします。（拍手）
　それでは、会長の指針をお話させていただきます。
先日の『クラブ協議会』に出席された方には、既にお
話をさせていただいておりますが、会長基本方針に表
したように 2020－2021 年度のＲＩホルガー・クナー
ク会長の「ロータリーは機会の扉を開く」と、2500
地区松田英郎ガバナーの「ランクアップしましょう」
のテーマを基本に、釧路クラブは「Together ！次世
代へ共に築こうロータリー！」をクラブスローガンと
して掲げております。
クラブスローガンの最初の言葉である「Together ！」
は「ともに」「一緒に」が意味しますように、ＲＩ・地
区・クラブが三位一体になって奉仕活動ができれば最
高の年になるかと思っております。
　本年度、当クラブは１番から９番までの活動計画を

立てました。かい摘まんでご説明をさせていただきま
すと、１番は特に、退会防止に何か役に立つことがで
きないかと思いまして、メンバーにやむを得ない事情
が発生した場合には救済処置として「休会規定」を設
けることができないかと考えております。理事会など
で、これから討論をしたいと思っております。
　また、会員拡大は副幹事の池田いずみさんではない
ですけれど、優秀な女性会員が増えれば良いと思って
おります。実ははじめ、女性会員が入るというときは
「女性会員が入るならもう辞めようか」と思っていま
したけれど、このような素晴らしい会員だったら何人
いても良いと思っております。
　特に、４番の「国内に友好姉妹クラブを作りたい」
という思いが前からありました。それについても理事
会などでどこか良いクラブを探したいと考えておりま
す。
　また、７番の台北中央クラブとの関係をどうするか
ということで、本年度は５年に１度の話し合いをする
場を持ちます。その中で、毎年毎年、周年ということ
で台北中央クラブとは交流をしておりますが、「大変
なのではないか」という話もありますので、それにつ
いても検討をしたいと思います。それに関係があるの
ですけれども、台北中央クラブの周年、それと台北中
央クラブからガバナーが出ていて『地区大会』、また
来年６月の『世界大会』と。前回来た時に、「３回来
てね」と言われました。とても３回は無理なので、今
回は１回に絞って『世界大会』６月 11日～６月 14
日に行きたいと思っております。いまのところ予定と
して 25名程度の人間で行きたいと思っております。
実は、台北ロータリークラブのメンバーの親族がホテ
ル経営もされていますので、本来でしたらホテルも取
れないのですけれど、ありがたいことにわれわれの分
も用意をしていただきました。特別良いホテルですの
で、ぜひ皆さん参加の方をお待ちしております。
　あとは９番、例会の充実ということで。手作り感の
ある例会を一生懸命作りたいと思いますのでよろしく
お願いします。
長くなりますので、そろそろこれで。
最後になりましたが、１年間よろしくお願いします。

荒井　　剛幹事
　皆さん、改めま
して幹事を務めさ
せていただきます
荒井です。どうぞ
１年間よろしくお
願いします。私は
当クラブに入会を
して今年で 10年目
になります。2011 年３月 10日、ちょうど『職業奉

仕例会』で福司さんの所へ行って夜間例会に初めて参
加をしました。私はお酒が全く飲めないのですけれど
も、最初に行った所が福司さんでした。その翌日に「東
日本大震災」が起きてしまったこともありますので、
私が入会をした日のことを本当によく覚えておりま
す。
その年度の会長は尾越さんでしたが、その時の幹事を
務めていたのは舟木さんでした。10年後にまさか私
が舟木会長の下で幹事を務めさせていただくとは、そ
の当時は全く思ってもいなかったですけれども、この
10年間、タイには３回ほど、ブータンには２回ほど
一緒に行かせていただきました。一緒に象に乗ったり、
お金をぼったくられたり、いろいろあったのですが楽
しい思い出をたくさん共有させていただいたと思って
おります。
この１年間、まだまだ全然分からないことだらけです
けれども、精一杯、舟木会長を支えていきたいと思っ
ております。
　恐らく仕事の関係で、忙しいことはもちろんあるの
ですけれども、できれば全部出席をして、どうせ忙し
いときだとしても楽しくやりたいと思っていますの
で、１年間どうぞよろしくお願いします。

クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんにちは。今
年度クラブ運営委
員会を仰せつかり
ました委員長の滝
越です。
私ごとから始めま
すと、このような
例会も例年と違っ

てどんでん返しの時期なので、私がなぜこのように３・
４番手のスピーチに当たるのか、ふっと思いましたら
さかのぼること２年前、舟木さんのお店にばんきり遊
びに行っていました。男同士のひとつの濃厚接触の結
果、このような順番に立たされるとは思ってもいな
かったのです。本当は、第一例会は華やかな例会、そ
して次は３番手ぐらいで来るのですけれども、順番が
狂っていますので、せめて番狂わせで、今年１年どう
なるか分かりませんけれど頑張っていきたいと思いま
す。　　
活動計画書に記載のとおり、私どもの傘下の３委員会
はピカピカの真面目で優秀な委員長さん、副委員長さ
んがやりますので、私がその邪魔にならないように付
いて行くだけで精一杯ですので、生物でいうともう絶
滅危惧種に入っているものですから、取り残されない
ように頑張っていきたいと思います。
ただ、例会を扱っていますので、まずは第１に楽しい
例会、そして楽しくて退屈しない、そしてなにより視

聴率と同じなので満席の例会を目指して委員長さんた
ちといろいろ相談をして対応をしていきたいと思いま
す。
ここで、裏話が１つあるのですけれども。本当をいう
と２月ぐらいから三役と相談をして、少し変わった例
会を試みでチャレンジしました。それは、秋に釧路に
クルーズ船が来ますがその船長さんを呼んで、とその
仕掛けを始めました。しかし９月も 10月も今年は全
滅です。向こう３年間、ダメだと思いますので、そう
いう企画があって裏で努力をしていたことをここに報
告いたします。
実行できなかった幻の例会ですけれど、いずれか後の
クラブ運営の方でも実行をしていただければと思いま
す。自分の夢の例会だったのですけれど断念してし
まったので他の例会で埋め合わせ、活性化・盛り上げ
ていきますのでよろしくお願いいたします。

クラブ広報・会員組織委員会　清水　輝彦委員長
　この度、クラブ
広報・会員組織委
員会の大委員長を
仰せつかりました
清水輝彦と申しま
す。どうぞ１年、
よろしくお願いい
たします。私は昨

年、その中の１つのクラブ会報・雑誌の委員長をさせ
ていただいておりまして、そんな関係で今回上に上
がったのかなと考えております。ちょっと地味ですけ
れども、毎回「このようなことをやっていますよ」を
お伝えするとても大事な仕事だと思っております。
昨年は工藤さんが非常に早く仕事をしてくださった関
係で、僕は少し楽をさせていただきあまり細かい原稿
チェックまでせずとも済んでいて、何かある時きちん
とご連絡をいただいて助かっておりました。
まとめて読むと大変なので、時間があるときに、終わっ
たとき、それから時間がなく例会に出られなかった時
にサッと目を通していただくだけで「ああ、こんな話
があったのか」と理解をしていただけて、その次にま
た続いていくのかと思います。クラブ会報・雑誌の委
員長は水口さん、今日から早速写真を撮ってくださっ
ています。
　続きまして、会員増強･選考･職業分類ですが、例会
でもよく言われている会員増強の話、それから退会防
止のことについては、先ほど舟木会長からもいろいろ
なお話がありまして、これからいろいろ検討をしてい
く。それとは別に、やっぱり増やしていかなければい
けない。そこでは委員長には松井元幹事がいらっしゃ
いますので、コロナの関係でいろいろな人の動きがス
トップしていたので、もしかしたら「たくさん入って

来ないかな」なんて、あわよくばを狙っているところ
があります。
　最後になりますが、元の情報委員会、いまはクラブ
研修委員会ですけれど、邵さん、脇さん、今回の天方
元会長と重鎮の方が揃っておりまして、皆さま方とと
もに昨年できなかった情報集会などがきちんとでき
て、いろいろ皆さんでテーマを掘り下げて話ができた
らいいなと思っています。
いずれにしてもコロナがどうなるのかということで、
ウチの病院の職員も結構『コロナ疲れ』をしておりま
す。これはウチの病院に限らず皆さんそうだと思うの
ですが、どことなく気持ちの上にフタがかかっていて、
もう患者さんたちも職員もそうです。あまり大きな声
では言えませんが、ウチの病院ではこっそり陰で先日
バーベキューをやってしまいました。そうしたらみん
な良い顔をして。このご時世なのでノンアルコール
ビールやノンアルコールカクテルで久しぶりにみんな
の良い笑顔が見られて「やっぱり、やって良かった」と。
これからまだまだ厳しい日が続きますけれど、皆さま
方も上手く息抜きをして、気持ちにちょっと余裕を
持ってこの例会に参加をしていただければということ
で、われわれもお仕事を続けていきたいと思います。
　最後に余談になりますが、ホームページの「会員紹
介」のコーナーは一昨年からプランがあって、昨年６
名ほど載せていただいています。本来のお仕事とは関
係のない趣味などで、移られました道新の菅原支社長
には『街の中のマンションから見える鳥の話』を書い
ていただき、天方前会長には『自室でのシアタールー
ムの話』などを。われこそは、という方がいたらぜひ
お声掛けをいただければと思います。
　どうぞ、今年１年、よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会　髙橋　直人委員長
　こんにちは。今
年度の奉仕プロ
ジェクト委員会大
委員長を仰せつか
りました髙橋です。
副委員長は尾越さ
んについていただ
いております。私
の力のないところは全てカバーをしていただけると
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　奉仕プロジェクト委員会は４つの小委員会を持って
おります。社会奉仕委員会は吉田委員長にお願いをし
ております。職業奉仕委員会には村上委員長、国際奉
仕委員会には小船井パストガバナー、青少年奉仕委員
会には古谷委員長にお願いをしております。皆さまが
力のある方なので、私は椅子に座っていれば良いかと
思いますのでよろしくお願いいたします。

　前回、幹事からも報告がありました青少年奉仕委員
会の『硬式野球』ですが、予算には入っておりますが
コロナ禍の下、中止になってしまいましたので、予算
の全てを用具や寄付に回して進めていきたいと思って
おります。委員会の方は、活動計画に則ってやってい
きたいと思いますので、なにとぞお願い申し上げます。
　それから最後になりますが、今年度は当クラブから
７分区でガバナー補佐となっている石田さんの力にな
りながらも頑張っていきたいと思います。会長とも頑
張っていきますのでなにとぞよろしくお願いいたしま
す。

ロータリー財団・奨学推進委員会　柿田　英樹委員長
　天方直前会長よ
り「トリは短め」
と言われましたの
で、短くさせてい
ただきます。
この度ロータリー
財団・奨学推進委
員会委員長を仰せ
つかりました柿田でございます。１年間どうぞよろし
くお願いいたします。副委員長は、私が入会した時の
会長でした吉田秀俊さんにお願いをしておりますの
で、安心をしてお任せできると思っておりますのでよ
ろしくお願いします。
　先ほど、初めてですけれども神事に参加しました。
神事とはどのようなものかと思って興味津々で行った
のですけれど、「この大きなクラブにしては意外に神
棚が小さい」と思ったので余談で、ごめんなさい。
　われわれには３つの委員会がございます。それぞれ
人選を考えまして、適材適所ということで良い方々を
選ばせていただきました。ロータリー財団寄付推進委
員会は金融界のホープ芦名委員長、よろしくお願いし
ます。そして米山はもちろん『事業・チャリティゴル
フコンペ』がありますので、濱谷さん、よろしくお願
いいたします。最後に、これはわれわれの目玉です。
嵯峨の方は仏教界のホープ菅原委員長、よろしくお願
いいたします。今日はお見えになっていますが、もう
すぐ帰られるそうです。なかなか見ることはできませ
んので、本当に嬉しかったです。ありがとうございま
す。
この３名を中心にわれわれ財団は頑張っていきたいと
思います。そして１年後こちらで、皆さんのテーブル
に１つ１つキャンドルに火を灯していただくよう、無
事に帰港するように努力いたしますので、よろしくお
願いいたします。

池田　いずみ副幹事
　皆さん、こんにちは。今年度副幹事を務めさせてい

ただくことになり
ました池田です。
昨年度はプログラ
ム委員長というこ
とで。他の支店の
支店長は「ロータ
リーに入って、プ
ログラム委員長を

やると凄く大変なのでやるものではない」と言われて
いましたが、なんとか１年間務めることができて良
かったと思っていたところ、舟木会長からお声をかけ
ていただき、今回は副幹事をやらせていただくことに
なりました。
なにぶん不慣れで、ロータリーの皆さんそうだとは思
うのですけれども、会社のように『引き継ぎ』がある
わけではなく、皆さんひとつひとつ調べながらやって
いらっしゃると思いますので、ご迷惑をかけるところ
もあるかもしれませんけれども、なんとか１年間務め
たいと思います。
よろしくお願いいたします。

横田　英喜　副幹事
　皆さん、こんに
ちは。本年度、副
幹事を仰せつかり
ました横田英喜と
申します。釧路ロー
タリーでは副幹事
ですけれども、皆
さんは「終わって
いる」と思っているガバナー年度で会計を今やってい
て、会計はこれからがピークという仕事をやっていま
す。
今日から池田さんと一緒に副幹事ということなのです
が、池田さんがすごく気を利かせて全て率先してやっ
ていただけるので、こちらはただ座っているだけの状
態で、今日を過ごしてしまいました。座っているだけ

なら良いのですけ
れども、机に足を
ぶつけて荒井幹事
の水をこぼしてし
まって申し訳ない
ことをしています。
　今年１年間、副
幹事でお世話にな
ることとしては、ソングリーダーを皆さんにお願いす
ることになるかと思いますので、そのお声掛けをした
ときなどは皆さんに受けていただけるようによろしく
お願いいたします。
　本年度１年間、よろしくお願いします。

土橋　賢一副会長
　最後に、副会長である私から一言ご挨拶を申し上げ
ます。
皆さん、こんにちは。今年度副会長を務めさせていた
だきます土橋です。１年間、よろしくお願いします。
　実は、私も 2010 年の入会でして、浅川さんより２
時間先輩なのですけれども。遊ぶ時だけ付き合って何
かある時に「お手伝いができない」というわけにもい
きませんので。舟木会長、そして荒井幹事と旅仲間で
す。毎年タイだ、ベトナムだ、とご一緒させていただ
きますけれど、荒井幹事が昭和 48年生まれ、僕が
37年生まれ、舟木会長が 26年生まれ 11歳ずつ違い
ます。ですから、二回りぐらい違いますけれど食べに
行っても舟木会長は同い年のような感じがします。
なにはともあれ、今年は何もない年なのかと思ってい
ましたけれど、このコロナで何が起こるか分からない
年に変わってしまいました。この後も第２波、第３波
が来なければ良いですけれども、何が起こるか分かり
ませんので、また世の中に合わせた会の運営をしてい
かなければいけないと思っていますので、皆さんの１
年間のご協力をお願いしたいと思います。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。



 

　　　　　　　　　　　
土橋　賢一副会長
　開会に先立ちま
して、ハンマー伝
達式を執り行いま
す。舟木会長・天
方直前会長・木下
ＳＡＡはご登壇く
ださい。
　ハンマーの伝達
は、天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより
舟木会長へ　お渡しいただきます。天方会長、ハンマー
をお持ちください。
それでは、ハンマーの伝達をお願いいたします。

（天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより舟
木会長へハンマー伝達）

　ただいま、舟木会長がハンマーをしっかりと受け取
りました。ありがとうございました。天方直前会長、
木下ＳＡＡはご降壇ください。
それでは、歴代会長の思いが詰まったハンマーを引き
継ぎました舟木会長より一言ご挨拶をお願いいたしま
す。

舟木　　博会長
　前回の例会で、会長バッジ交換式を行いましたが、
やっとロータリーの会長になったという実感が湧きま
した。そして今日、ハンマー伝達式を終え、いよいよ
第一例会が始まるのだと思うと、緊張をしております。
　よく『歴史と伝統の釧路クラブ』と言いますが、私
で 84代目の会長ということです。これから 90年、
そして 100 年と続くハンマー伝達式のハンマーを箱
根マラソンのタスキに例え、立派に次の杉村君につな
げるように１年間頑張りたいと思います。

　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんに
ちは。本日は第一
例会開始に先立ち、
木下君の鳥取神社
による神事を事務
所で執り行いまし
た。本年度１年間
の釧路ロータリー

の活動の無事を理事・役員の皆さまとともに祈願して
まいりました。
　例年は第一例会と申しますと、ガバナー補佐一同、
各クラブの会長・幹事の皆さんが来てご挨拶をするの
ですが、今年は変則で２カ月ぐらい後に改めて回ると
いうことで聞いております。

　さて、2020-2021 年度は東京オリンピックの年で
した。1964 年以来の２度目の歴史に残る年の会長と
いうことで楽しみにしておりましたが、その名誉は次
年度の杉村君に行ってしまいました。
ちなみに前回の東京オリンピックのときの会長は両角
純三さんでした。また、皆さまご存じの嵯峨記念育英
会の創始者の嵯峨晃さんは、当時地区分区代理でした。
余談ですが、地区分区代理の呼称が『ガバナー補佐』
に変わったのは、清水幸彦パストガバナーが会長のと
きで、1974-1975 年度でした。当時、清水先生は 45
歳ということで、随分若かったと思って見ていました。
　ところで、今年の会長は当年 69歳、ということで
終わったときには 70歳のロートルです。昔の言葉で
よく『ロートル』を使いましたが、まさにそれに当たっ
ております。歳ということで、老骨にムチを打ってこ
の１年間スタッフ一同、頑張りたいと思いますので皆
さまよろしくお願い申し上げます。
つたない挨拶ですが、第一例会の挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございます。

　
舟木　　博会長
　皆さん、度々３
度目の「こんにち
は」です、よろし
くお願いします。
本日の第一例会に
多数の会員の皆さ
まに参加をしてい
ただき大変ありが
とうございました。特に久しぶりに参加をしていただ
いた浅野君、ありがとうございます。今年１年間、役
員でよろしくお願いいたします。すみません、拍手を
浅野君にお願いします。（拍手）
　それでは、会長の指針をお話させていただきます。
先日の『クラブ協議会』に出席された方には、既にお
話をさせていただいておりますが、会長基本方針に表
したように 2020－2021 年度のＲＩホルガー・クナー
ク会長の「ロータリーは機会の扉を開く」と、2500
地区松田英郎ガバナーの「ランクアップしましょう」
のテーマを基本に、釧路クラブは「Together ！次世
代へ共に築こうロータリー！」をクラブスローガンと
して掲げております。
クラブスローガンの最初の言葉である「Together ！」
は「ともに」「一緒に」が意味しますように、ＲＩ・地
区・クラブが三位一体になって奉仕活動ができれば最
高の年になるかと思っております。
　本年度、当クラブは１番から９番までの活動計画を

立てました。かい摘まんでご説明をさせていただきま
すと、１番は特に、退会防止に何か役に立つことがで
きないかと思いまして、メンバーにやむを得ない事情
が発生した場合には救済処置として「休会規定」を設
けることができないかと考えております。理事会など
で、これから討論をしたいと思っております。
　また、会員拡大は副幹事の池田いずみさんではない
ですけれど、優秀な女性会員が増えれば良いと思って
おります。実ははじめ、女性会員が入るというときは
「女性会員が入るならもう辞めようか」と思っていま
したけれど、このような素晴らしい会員だったら何人
いても良いと思っております。
　特に、４番の「国内に友好姉妹クラブを作りたい」
という思いが前からありました。それについても理事
会などでどこか良いクラブを探したいと考えておりま
す。
　また、７番の台北中央クラブとの関係をどうするか
ということで、本年度は５年に１度の話し合いをする
場を持ちます。その中で、毎年毎年、周年ということ
で台北中央クラブとは交流をしておりますが、「大変
なのではないか」という話もありますので、それにつ
いても検討をしたいと思います。それに関係があるの
ですけれども、台北中央クラブの周年、それと台北中
央クラブからガバナーが出ていて『地区大会』、また
来年６月の『世界大会』と。前回来た時に、「３回来
てね」と言われました。とても３回は無理なので、今
回は１回に絞って『世界大会』６月 11日～６月 14
日に行きたいと思っております。いまのところ予定と
して 25名程度の人間で行きたいと思っております。
実は、台北ロータリークラブのメンバーの親族がホテ
ル経営もされていますので、本来でしたらホテルも取
れないのですけれど、ありがたいことにわれわれの分
も用意をしていただきました。特別良いホテルですの
で、ぜひ皆さん参加の方をお待ちしております。
　あとは９番、例会の充実ということで。手作り感の
ある例会を一生懸命作りたいと思いますのでよろしく
お願いします。
長くなりますので、そろそろこれで。
最後になりましたが、１年間よろしくお願いします。

荒井　　剛幹事
　皆さん、改めま
して幹事を務めさ
せていただきます
荒井です。どうぞ
１年間よろしくお
願いします。私は
当クラブに入会を
して今年で 10年目
になります。2011 年３月 10日、ちょうど『職業奉

仕例会』で福司さんの所へ行って夜間例会に初めて参
加をしました。私はお酒が全く飲めないのですけれど
も、最初に行った所が福司さんでした。その翌日に「東
日本大震災」が起きてしまったこともありますので、
私が入会をした日のことを本当によく覚えておりま
す。
その年度の会長は尾越さんでしたが、その時の幹事を
務めていたのは舟木さんでした。10年後にまさか私
が舟木会長の下で幹事を務めさせていただくとは、そ
の当時は全く思ってもいなかったですけれども、この
10年間、タイには３回ほど、ブータンには２回ほど
一緒に行かせていただきました。一緒に象に乗ったり、
お金をぼったくられたり、いろいろあったのですが楽
しい思い出をたくさん共有させていただいたと思って
おります。
この１年間、まだまだ全然分からないことだらけです
けれども、精一杯、舟木会長を支えていきたいと思っ
ております。
　恐らく仕事の関係で、忙しいことはもちろんあるの
ですけれども、できれば全部出席をして、どうせ忙し
いときだとしても楽しくやりたいと思っていますの
で、１年間どうぞよろしくお願いします。

クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんにちは。今
年度クラブ運営委
員会を仰せつかり
ました委員長の滝
越です。
私ごとから始めま
すと、このような
例会も例年と違っ

てどんでん返しの時期なので、私がなぜこのように３・
４番手のスピーチに当たるのか、ふっと思いましたら
さかのぼること２年前、舟木さんのお店にばんきり遊
びに行っていました。男同士のひとつの濃厚接触の結
果、このような順番に立たされるとは思ってもいな
かったのです。本当は、第一例会は華やかな例会、そ
して次は３番手ぐらいで来るのですけれども、順番が
狂っていますので、せめて番狂わせで、今年１年どう
なるか分かりませんけれど頑張っていきたいと思いま
す。　　
活動計画書に記載のとおり、私どもの傘下の３委員会
はピカピカの真面目で優秀な委員長さん、副委員長さ
んがやりますので、私がその邪魔にならないように付
いて行くだけで精一杯ですので、生物でいうともう絶
滅危惧種に入っているものですから、取り残されない
ように頑張っていきたいと思います。
ただ、例会を扱っていますので、まずは第１に楽しい
例会、そして楽しくて退屈しない、そしてなにより視

聴率と同じなので満席の例会を目指して委員長さんた
ちといろいろ相談をして対応をしていきたいと思いま
す。
ここで、裏話が１つあるのですけれども。本当をいう
と２月ぐらいから三役と相談をして、少し変わった例
会を試みでチャレンジしました。それは、秋に釧路に
クルーズ船が来ますがその船長さんを呼んで、とその
仕掛けを始めました。しかし９月も 10月も今年は全
滅です。向こう３年間、ダメだと思いますので、そう
いう企画があって裏で努力をしていたことをここに報
告いたします。
実行できなかった幻の例会ですけれど、いずれか後の
クラブ運営の方でも実行をしていただければと思いま
す。自分の夢の例会だったのですけれど断念してし
まったので他の例会で埋め合わせ、活性化・盛り上げ
ていきますのでよろしくお願いいたします。

クラブ広報・会員組織委員会　清水　輝彦委員長
　この度、クラブ
広報・会員組織委
員会の大委員長を
仰せつかりました
清水輝彦と申しま
す。どうぞ１年、
よろしくお願いい
たします。私は昨

年、その中の１つのクラブ会報・雑誌の委員長をさせ
ていただいておりまして、そんな関係で今回上に上
がったのかなと考えております。ちょっと地味ですけ
れども、毎回「このようなことをやっていますよ」を
お伝えするとても大事な仕事だと思っております。
昨年は工藤さんが非常に早く仕事をしてくださった関
係で、僕は少し楽をさせていただきあまり細かい原稿
チェックまでせずとも済んでいて、何かある時きちん
とご連絡をいただいて助かっておりました。
まとめて読むと大変なので、時間があるときに、終わっ
たとき、それから時間がなく例会に出られなかった時
にサッと目を通していただくだけで「ああ、こんな話
があったのか」と理解をしていただけて、その次にま
た続いていくのかと思います。クラブ会報・雑誌の委
員長は水口さん、今日から早速写真を撮ってくださっ
ています。
　続きまして、会員増強･選考･職業分類ですが、例会
でもよく言われている会員増強の話、それから退会防
止のことについては、先ほど舟木会長からもいろいろ
なお話がありまして、これからいろいろ検討をしてい
く。それとは別に、やっぱり増やしていかなければい
けない。そこでは委員長には松井元幹事がいらっしゃ
いますので、コロナの関係でいろいろな人の動きがス
トップしていたので、もしかしたら「たくさん入って

来ないかな」なんて、あわよくばを狙っているところ
があります。
　最後になりますが、元の情報委員会、いまはクラブ
研修委員会ですけれど、邵さん、脇さん、今回の天方
元会長と重鎮の方が揃っておりまして、皆さま方とと
もに昨年できなかった情報集会などがきちんとでき
て、いろいろ皆さんでテーマを掘り下げて話ができた
らいいなと思っています。
いずれにしてもコロナがどうなるのかということで、
ウチの病院の職員も結構『コロナ疲れ』をしておりま
す。これはウチの病院に限らず皆さんそうだと思うの
ですが、どことなく気持ちの上にフタがかかっていて、
もう患者さんたちも職員もそうです。あまり大きな声
では言えませんが、ウチの病院ではこっそり陰で先日
バーベキューをやってしまいました。そうしたらみん
な良い顔をして。このご時世なのでノンアルコール
ビールやノンアルコールカクテルで久しぶりにみんな
の良い笑顔が見られて「やっぱり、やって良かった」と。
これからまだまだ厳しい日が続きますけれど、皆さま
方も上手く息抜きをして、気持ちにちょっと余裕を
持ってこの例会に参加をしていただければということ
で、われわれもお仕事を続けていきたいと思います。
　最後に余談になりますが、ホームページの「会員紹
介」のコーナーは一昨年からプランがあって、昨年６
名ほど載せていただいています。本来のお仕事とは関
係のない趣味などで、移られました道新の菅原支社長
には『街の中のマンションから見える鳥の話』を書い
ていただき、天方前会長には『自室でのシアタールー
ムの話』などを。われこそは、という方がいたらぜひ
お声掛けをいただければと思います。
　どうぞ、今年１年、よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会　髙橋　直人委員長
　こんにちは。今
年度の奉仕プロ
ジェクト委員会大
委員長を仰せつか
りました髙橋です。
副委員長は尾越さ
んについていただ
いております。私
の力のないところは全てカバーをしていただけると
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　奉仕プロジェクト委員会は４つの小委員会を持って
おります。社会奉仕委員会は吉田委員長にお願いをし
ております。職業奉仕委員会には村上委員長、国際奉
仕委員会には小船井パストガバナー、青少年奉仕委員
会には古谷委員長にお願いをしております。皆さまが
力のある方なので、私は椅子に座っていれば良いかと
思いますのでよろしくお願いいたします。

　前回、幹事からも報告がありました青少年奉仕委員
会の『硬式野球』ですが、予算には入っておりますが
コロナ禍の下、中止になってしまいましたので、予算
の全てを用具や寄付に回して進めていきたいと思って
おります。委員会の方は、活動計画に則ってやってい
きたいと思いますので、なにとぞお願い申し上げます。
　それから最後になりますが、今年度は当クラブから
７分区でガバナー補佐となっている石田さんの力にな
りながらも頑張っていきたいと思います。会長とも頑
張っていきますのでなにとぞよろしくお願いいたしま
す。

ロータリー財団・奨学推進委員会　柿田　英樹委員長
　天方直前会長よ
り「トリは短め」
と言われましたの
で、短くさせてい
ただきます。
この度ロータリー
財団・奨学推進委
員会委員長を仰せ
つかりました柿田でございます。１年間どうぞよろし
くお願いいたします。副委員長は、私が入会した時の
会長でした吉田秀俊さんにお願いをしておりますの
で、安心をしてお任せできると思っておりますのでよ
ろしくお願いします。
　先ほど、初めてですけれども神事に参加しました。
神事とはどのようなものかと思って興味津々で行った
のですけれど、「この大きなクラブにしては意外に神
棚が小さい」と思ったので余談で、ごめんなさい。
　われわれには３つの委員会がございます。それぞれ
人選を考えまして、適材適所ということで良い方々を
選ばせていただきました。ロータリー財団寄付推進委
員会は金融界のホープ芦名委員長、よろしくお願いし
ます。そして米山はもちろん『事業・チャリティゴル
フコンペ』がありますので、濱谷さん、よろしくお願
いいたします。最後に、これはわれわれの目玉です。
嵯峨の方は仏教界のホープ菅原委員長、よろしくお願
いいたします。今日はお見えになっていますが、もう
すぐ帰られるそうです。なかなか見ることはできませ
んので、本当に嬉しかったです。ありがとうございま
す。
この３名を中心にわれわれ財団は頑張っていきたいと
思います。そして１年後こちらで、皆さんのテーブル
に１つ１つキャンドルに火を灯していただくよう、無
事に帰港するように努力いたしますので、よろしくお
願いいたします。

池田　いずみ副幹事
　皆さん、こんにちは。今年度副幹事を務めさせてい

ただくことになり
ました池田です。
昨年度はプログラ
ム委員長というこ
とで。他の支店の
支店長は「ロータ
リーに入って、プ
ログラム委員長を

やると凄く大変なのでやるものではない」と言われて
いましたが、なんとか１年間務めることができて良
かったと思っていたところ、舟木会長からお声をかけ
ていただき、今回は副幹事をやらせていただくことに
なりました。
なにぶん不慣れで、ロータリーの皆さんそうだとは思
うのですけれども、会社のように『引き継ぎ』がある
わけではなく、皆さんひとつひとつ調べながらやって
いらっしゃると思いますので、ご迷惑をかけるところ
もあるかもしれませんけれども、なんとか１年間務め
たいと思います。
よろしくお願いいたします。

横田　英喜　副幹事
　皆さん、こんに
ちは。本年度、副
幹事を仰せつかり
ました横田英喜と
申します。釧路ロー
タリーでは副幹事
ですけれども、皆
さんは「終わって
いる」と思っているガバナー年度で会計を今やってい
て、会計はこれからがピークという仕事をやっていま
す。
今日から池田さんと一緒に副幹事ということなのです
が、池田さんがすごく気を利かせて全て率先してやっ
ていただけるので、こちらはただ座っているだけの状
態で、今日を過ごしてしまいました。座っているだけ

なら良いのですけ
れども、机に足を
ぶつけて荒井幹事
の水をこぼしてし
まって申し訳ない
ことをしています。
　今年１年間、副
幹事でお世話にな
ることとしては、ソングリーダーを皆さんにお願いす
ることになるかと思いますので、そのお声掛けをした
ときなどは皆さんに受けていただけるようによろしく
お願いいたします。
　本年度１年間、よろしくお願いします。

土橋　賢一副会長
　最後に、副会長である私から一言ご挨拶を申し上げ
ます。
皆さん、こんにちは。今年度副会長を務めさせていた
だきます土橋です。１年間、よろしくお願いします。
　実は、私も 2010 年の入会でして、浅川さんより２
時間先輩なのですけれども。遊ぶ時だけ付き合って何
かある時に「お手伝いができない」というわけにもい
きませんので。舟木会長、そして荒井幹事と旅仲間で
す。毎年タイだ、ベトナムだ、とご一緒させていただ
きますけれど、荒井幹事が昭和 48年生まれ、僕が
37年生まれ、舟木会長が 26年生まれ 11歳ずつ違い
ます。ですから、二回りぐらい違いますけれど食べに
行っても舟木会長は同い年のような感じがします。
なにはともあれ、今年は何もない年なのかと思ってい
ましたけれど、このコロナで何が起こるか分からない
年に変わってしまいました。この後も第２波、第３波
が来なければ良いですけれども、何が起こるか分かり
ませんので、また世の中に合わせた会の運営をしてい
かなければいけないと思っていますので、皆さんの１
年間のご協力をお願いしたいと思います。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

本日のニコニコ献金

■舟木　　博君　一年間貴重な経験をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。
■土橋　賢一君　一年間よろしくお願いいたします。
■荒井　　剛君　今年一年間、よろしくお願いいたします。
■浅野　　洋君　しばらくです。
■邵　　龍珍君　舟木会長、三役、理事の皆様。一年間頑張って下さい。
■杉村　荘平君　新年度よろしくお願いいたします。
■滝越　康雄君　二年前に舟木さんと男同士濃厚接触をしてしまいました。こなん立場になりました。
■柿田　英樹君　これから一年よろしくお願いいたします。
■高橋　直人君　一年間よろしくお願いいたします。　
■横田　英喜君　一年間よろしくお願いいたします。
■池田いずみ君　一年間よろしくお願いいたします。

今年度累計　　43,000 円　　


