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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 ガバナー事務所慰労会（担当：理事会）
嵯峨記念育英会 奨学生紹介（担当：嵯峨記念育英会委員会）
基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

■ロータリーソング：「我等の生業」　　■ソングリーダー：五十嵐正弘君
■会員数　99名
■ビジター　なし
■ゲスト　　嵯峨記念育英会 奨学生：邉見　光留君、吉野　風花さん、舛潟菜々子さん、
　　　　　　 その他保護者 2名、教職員 1名

 

　　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんにち
は。食事の方はどう
ぞ遠慮しないで続け
てください。本日は、
私の趣味の話をさせ
ていただきます。
実は、趣味の中で囲
碁が大好きなので

す。最近、将棋の世界では藤井聡太君が大きな話題に
なっておりますが、囲碁界では芝野虎丸君という青年
が話題になっております。彼は若干 20歳、囲碁タイ
トルの名人戦・王座戦・十段位を獲得して現在活躍中
です。釧路でもプロを目指す 11歳の伊東信義君が数
多い大人の中で釧路地区の囲碁のチャンピオンになっ
ております。彼はいま、「プロを目指して、東京に行く」
と言っています。
また、囲碁の中で驚くことは、ＡＩによって世界の囲
碁チャンピオンがコンピューターソフトの『アルファ
碁』に負けてしまったことです。ＡＩの技術により囲
碁の世界も人間の手を離れて神の領域まで進んでし
まって、もうすでに人間は機械に勝つことができない
状態になっております。
それでは、古い囲碁の話をします。囲碁の起源は中国
の占星術の一方法が変化して、精錬されて今の形に

なったと言われております。一番古い碁盤は、前漢の
皇帝・景帝陽陵で発見されております。これは作業員
が使っていた物と言われておりまして、約 2000 年前
には庶民にゲームとして普及していたと思われます。
また碁石は、宋や栄の時代の物が現在にも残っており
ます。紀元前には囲碁のことを「弈」（えき）と申し
ておりました。弈という字は難しい字なのですが、春
秋戦国時代の孔子や孟子にも弈の記載があります。
囲碁は兵法にも類似しているということで、だんだん
重視されるようになりました。また、三国志に出てく
る曹操・孫策など有名な武将も囲碁を嗜んでいたと言
われております。また、劉備玄徳の将軍であった関羽
は、矢傷を負った際に碁を打ちながら手術を受けたほ
ど碁が好きだというエピソードが伝わっております。
この時代は 17路盤といって今の 19路盤に比べると
やや小さいものでした。また石も四角や卵形の少し変
わった形になっております。
囲碁は唐の時代に急速に発展して、皇帝の専属棋士が
養成され、宋代・元代・明代と多くの書籍が出版され
て、明代には「賭け碁」が流行り、禁棋令が発令され
たほどです。
一方、日本では囲碁が遣唐使に加わった吉備真備に
よって伝えられたと言われております。大宝律令や隋
書の倭国伝に碁の記載があるので、実際はさらに前に
から伝わっていたのではないかと思われます。奈良時

会長の時間



■ 本日のプログラム ■
嵯峨記念育英会 奨学生紹介

 

代には碁が盛んに打たれていたようで、奈良の正倉院
には当時の碁盤が納められております。
平安時代では貴族の嗜みとして好まれ、枕草子や源氏
物語の中にもしばしば碁の描写が登場しております。
紫式部と清少納言が碁を打ちながら話し合っている姿
を想像するだけでも楽しくなります。室町時代になる
と公家・僧侶にも愛好され、さらに武家や庶民にも広
がり、戦国時代には武田信玄をはじめ、織田信長・豊
臣秀吉・徳川家康も碁を打っていたようです。
話は現代に戻りますが、囲碁は世界中に広がり愛好家
はずいぶん増えております。アメリカでも約20万人、
ロシアでも 10万人、ドイツでも５万人と増えており
ます。1982 年に国際囲碁連盟ができて、2015 年に
は 75カ国が参加しております。最近では海外の人と
もインターネットを通じて気軽に対局ができるように
なりました。
またロータリーでは会員による囲碁の全国大会が毎年
開かれており、ロータリアンが参加して友情を深めて
おります。囲碁に興味のある方はぜひ覚えて参加して
ください。
最後になりましたが、囲碁は皆さまの右脳を鍛えて、
老後のボケ防止になりますので大いに役立ててくださ
い。静聴ありがとうございました。

嵯峨記念育英会委員会　菅原　顯史委員長
　委員長の菅原で
す。本日はよろし
くお願いいたしま
す。本日は奨学生
の紹介例会ですけ
ども、今年の３月
12日に予定してお
りました卒業報告
例会がコロナによる緊急事態宣言発令のため中止とな
りましたので、その例会も兼ねております。
そのため、新入生紹介の前に奨学生からのお礼のメッ
セージを預かっておりますので、私が代読をさせてい
ただきたいと思います。

釧路湖陵高等学校３年　府金未紗さん
　「釧路ロータリークラブ様。まず３年間、釧路ロー
タリー嵯峨記念育英会の奨学生として過ごし、充実し
た高校生活を送らせていただいたことに感謝申し上げ
ます。
　私はこの春から日本大学理工学部海洋建築工学科に
進学いたします。奨学生として初めてご挨拶させてい

ただいた高校１年生の時から変わらず、世界で活躍で
きる建築士になるという目標を持ち、３年間勉学に励
みました。
　夢に向かって新たな環境でも努力します。新型コロ
ナウイルスの影響で皆さまに直接、卒業と進路につい
てのご挨拶ができなかったことをとても残念に思いま
すが、コロナウイルスの一刻も早い終息と皆さまのご
健康をお祈り申し上げます。
３年間ご支援をくださったすべての方々に心よりお礼
申し上げます」

釧路江南高等学校３年　松金　真菜さん
「本日は出席できず誠に申し訳ありません。３年間の
高校生活は、入学当初に想像していたよりとても短く
感じられました。新しく出会った友人とたくさんの良
い思い出を作ることができました。
また、自分自身の将来について悩むこともありました
が、４月から社会人として働くことになりました。こ
れまでの経験を生かすとともに、さらなる成長を遂げ、
誰かの役に立てる存在になりたいと考えています。
こうして無事に卒業を迎えられているのも皆さまの支
えのおかげです。心から感謝申し上げます」

武修館高等学校３年　多田ひよりさん
「高校生活の思い出と今後の抱負。私が３年間の高校
生活を通して一番印象に残っている出来事は部活動で
全国大会に出場したことです。休日も熱心に練習に取
り組み、目標であった大会に出場でき、とても嬉しかっ
たです。また、高校生活最後の年に出場できたという
ことで、とても良い思い出になりました。
春から大学生として新しいスタートを迎えます。大学
では私の目標である看護師を目指し、日々学習に取り
組んでいきたいです。また、大学卒業後は看護師とし
て国際的な活動に参加し、世界の人々の健康の維持・
増進に貢献できるように活動をしていきたいです」

お三方からこのようなメッセージを頂戴いたしまし
た。このお三方はご自分の将来に向かって一生懸命に
頑張っていくことと思います。皆さんでエールを送っ
ていただきたいと思います。それでは、新奨学生から
のご挨拶を頂戴したいと思います。
本日は当初４名の方の予定でしたが、１名の方が欠席
となられております。１名の方は釧路東高校の福原せ
りかさんです。
それでは３名の方にご挨拶いただきます。皆さん、優
秀で将来が期待できる方々でございます。お一人ずつ
ご紹介させていただきますので、お名前を呼ばれた方
はご登壇をいただき、ご挨拶をお願いいたします。



 

北海道釧路湖陵高等学校１年　邉見　光留さん
　こんにちは。釧
路湖陵高校の邉見
　光留です。これ
からの２年半の高
校生活では部活動
と学業の両立を中
心に、将来に向かっ
て精一杯努力して
いきたいと思います。そして、３年間の高校生活の成
果を皆さまにお見せできるよう努力するので、皆さん、
応援よろしくお願いします。

北海道釧路江南高等学校１年　吉野　風花さん
　皆さん、こんにち
は。釧路江南高校の
吉野　風花です。私
は江南高校で文武両
道を目指して頑張り
たいと思っていま
す。将来、看護師に
なりたいと思ってい

るので勉強では１日１日を大切に、あとで後悔しない
ようしっかり取り組んでいきたいと思います。また、
得意教科を磨くだけではなく苦手な教科も克服できる
ように頑張りたいと思います。
部活では小学校からやってきたバレーボールに力を入
れていきたいです。みんなで１つの目標を達成するた
めに頑張ることが私はとても大好きです。なので、み
んなと力を合わせて今年の目標を達成できるよう頑
張っていきたいと思います。
勉強・部活をともに励み、将来に生かせるような充実
した高校生活を送りたいです。
本日はありがとうございました。

武修館高等学校１年　舛潟菜々子さん
　皆さん、こんにち
は。武修館高等学校、
舛潟菜々子です。こ
の度は嵯峨育英会の
奨学生に選出してい
ただき、誠にありが
とうございます。
私の夢は病気に苦し
んでいる人々を一人でも多く救うことです。そして、
近年、今まで人間が担ってきた仕事がＡＩなどに取っ
て代わり、医療現場にもさまざまな最新技術が導入さ
れてきています。そのような時代だからこそ、データ
や病気そのものを診るのではなく人の心に触れ、向き
合うことができるように成長したいと考えています。

私はこの高校３年間をとおし、学習面はもちろんのこ
と生活面、さまざまな人との交流の場面においても積
極的かつ素直に学びを吸収し、時には先輩や先生方の
言葉も真摯に受け止めながら希望を持って充実した学
校生活を送っていきたいと考えています。
そして夢を叶え、多くの人々を笑顔にできるよう、精
一杯努力していきます。よろしくお願いいたします。

新奨学生への激励のご挨拶
　　　吉田　潤司　嵯峨記念育英会理事長
　皆さん、こんにち
は。奨学生のみなさ
ん、こんにちは。
いま素晴らしい挨拶
を聞いていて、私は
数十年前、高校生
だったのですけど、
その時のとはずいぶ
ん差がある素晴らしい挨拶ができることに本当にびっ
くりした次第です。
これからの高校生活を楽しんでいただきますと同時
に、一生懸命頑張っていただきたいと思います。人間
の持っている能力というのは、基本的にはほとんど変
わりないと言われているのです。あるのは努力の差と
言われています。努力をした者が伸びていく、そして
絶対的な努力をした人が頂点、上のほうに立っていく、
と言われているのです。
　ですから、何でも努力することがすごく大事です。
クラーク博士の「少年よ、大志を抱け」という話があ
ります。これは清水先生の母校ですが、あの話の中に
も「努力せよ、そして大志を抱け」と書かれていると
聞いております。ぜひ、頑張っていただきまして、素
晴らしい大人になっていただきたいと思います。
選考した時のことを思い出します。今日こうして見ま
して、たくさんの方が応募されました中で、ああいい
人を選んだなと思っております。頑張ってください。
せっかくの機会ですから、これは毎回例会の時に育英
会の話をしているのですが、１年経ちますとかなりの
方が入ってきますので、育英会の歴史について少し話
させてもらいます。奨学生の皆さまにはパンフレット
がありますので、お帰りになりましたら育英会はどう
いうものかを読んでいただいて知っていただきます。
いつまでも育英会の尾を引くことはないと思います
が、一時期、こういうことあったのだと思っていただ
きたいと思います。
　最初に基本的なところで。多くの方が間違っている
ところは「釧路ロータリークラブ嵯峨育英会」と言う
方がいるのです。正式な名称は『釧路ロータリー嵯峨
記念育英会』です。これは後ほどお話ししますが、『嵯
峨記念育英会』がロータリーに移管された時に「釧路



 

のロータリークラブの北・南・東、いろんなところが
一緒に運営してもらいたい」ということで、その中か
ら理事が出て運営していたのです。ですから『釧路ロー
タリー嵯峨記念育英会』という名前だったのです。
その後、釧路クラブが中心となってやってきたもので
すから、いつの間にか他のクラブの人も「これからは
釧路ロータリークラブでやってください」ということ
で、今は釧路ロータリークラブが運営しております。
ですけど、基本的には『釧路ロータリー嵯峨記念育英
会』が正式な名前です。ここだけ覚えていただきたい
のです。
　それから、釧路ロータリークラブと『公益財団法人
嵯峨記念育英会』は全く別組織なのです。公益法人に
なりましたから、かなり監査が厳しくなって、毎年１
回、道の監査を受けます。いろんな厳しい監査を受け
まして、毎年、監査の時期になりますと西村君などが
本当に資料の整理をし直すくらい大変なのですが、公
益法人になってやっています。
『嵯峨記念育英会』の嵯峨についてです。嵯峨漁業部
という会社の嵯峨久さん、釧路ロータリークラブの
チャーターメンバーだった方で、大変な苦学をして仕
事で大成功を遂げた方です。当時の釧路の漁業は、い
わゆる動力船がなくて、漁で沖に出た時に嵐に遭って
遭難がたくさんあって、「釧路にも動力船を入れなきゃ
駄目だ」ということで、動力船が入ってきたのが一番
大きなことだったのです。それと、当時は岸壁という
のはなかったのです。沖から着いた船から陸に物を揚
げるのが大変だったので、そこで嵯峨岸壁を造りまし
た。これは川合さんの会社の近くに「今でも嵯峨岸壁
が残っている」と川合さんから聞きました。この岸壁
を造った、釧路の漁業の神様と言われた嵯峨さんが仕
事に成功した後に「何とか青少年のために奨学金のよ
うなものができないか」と考えたのです。
でも、この嵯峨さんは昭和 36年に突然亡くなったの
です。その後を継いだのが嵯峨晃さん。嵯峨晃さんは
まだ北海道が 350 地区と言われたときのガバナーで、
嵯峨晃さんを知っているのはこの年に入会された清水
先生と、若い頃から入会されていた泉先生の２人です
けども。
　嵯峨晃さんがお父さんの意思を継いで育英会を作り
たいというのですが、東京で米山奨学会ができたのは
その９年くらい前で、当時は電話も交換手がいなけれ
ば市外通話ができない時代に、まして本屋さんに奨学

金を作る本は全くなかった時代です。昭和 36年 12
月６日に『財団法人嵯峨青少年育英会』を非常に苦労
して作り上げました。その後、昭和 47年に理事長の
嵯峨晃さんが突然東京で亡くなったのです。
清水先生に聞いたことがあるのですが、嵯峨晃さんは
非常にいい男だったみたいで、スターで、例会でも三
つ揃えの背広を着てポケット瓶のウイスキーを飲ん
だ、そういう人だったみたいですが、亡くなってしま
いました。
　その後、紆余曲折しながら育英会を運営していたの
ですが、うまく運営できなくなり、昭和 50年、釧路
ロータリークラブが 50周年になった時に嵯峨家から
「釧路ロータリー、管内のロータリークラブに運営を
移管したい」ということで今日までずっと続いて、そ
の途中から釧路ロータリークラブが一括して受けるよ
うにしました。
　私の調べた範囲では、平成 24年頃では奨学生が
160 人前後、給付したお金は 5，000 万円から 6,000
万円位を給付しているのではないかと思います。
当時からロータリークラブが育英会を持っている例は
あまり無い。最近はたくさん出てきました。今は釧路
北クラブでもありますが、これだけ大々的に給付して
いるのは少ないのではないかなと思っています。それ
が今日まで続いているのです。
そういう長い歴史と伝統のあることを奨学生の皆さま
には覚えていただきまして、頑張っていただきたいと
思います。
非常に雑ぱくな説明でしたが、この育英会は嵯峨さん
の思いで作られて、その意思を受け継いで釧路ロータ
リークラブが現在も運営して今日までやってきていま
す。
どうもご清聴ありがとうございました。

嵯峨記念育英会委員会　菅原　顯史委員長
吉田理事長、ありがとうございました。当育英会は奨
学生の皆さまの充実した高校生活が送れるようにご支
援してまいりたいと思っています。
新奨学生の皆さまに大きな拍手をお願いいたします。
新奨学生の皆さまにご退場いただきたいと思います。
木下ＳＡＡを先頭によろしくお願いいたします。皆さ
ま、拍手でお送りください。よろしくお願いいたしま
す。

本日のニコニコ献金

■後藤　公貴君　当店「参久」を新装開店させて頂きました。また、すえひろ歩行者天国、無事終了
　　　　　　　　致しました。
■荒井　　剛君　先週末、開催された孝仁会杯で息子のチームが優勝し、最優秀選手賞を受賞しました！
■佐藤　貴之君　息子の野球チームが全道大会に行く事になりました。

今年度累計　　136,000 円　　


