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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 休会
「クリスマス家族会」（担当：親睦活動委員会）
疾病予防と治療月間

■ロータリーソング：「四つのテスト」　　■ソングリーダー：瀧波　大亮君
■会員数　  99 名
■ビジター　釧路北ローターアクトクラブ　日野　聡子会長
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　名和　駿作幹事
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　　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんばん
は。本日は、コロナ
禍のなか多くの皆さ
まに『クリスマス家
族会』に参加いただ
き心より感謝申し上
げます。参加してい

ただいた皆さまには、できる限りの安全対策を講じて
お迎えいたしますので、今宵のひとときを楽しんでい
ただければ幸いです。
本日は、日頃よりロータリー活動を支えていただいて
おります家族の皆さまがおりますので、少しロータ
リーの活動についてお話しをさせていただきます。
　釧路ロータリークラブは、現在 100 名のメンバー
で構成されております。各メンバーは、ロータリー活
動を目標に異なる職業・観点を持つ人々が集まって、
問題を多角的に捉え、各業種のリーダーである会員が
それぞれの持ち味を発揮して活動をしております。地
元のニーズに地元で取り組むことができるのも地元に
根付いたロータリークラブならではの特徴だと思いま
す。
　ロータリーでは、全員が様々な方法で新しい人と出
会い、アイデアを交換し、交流をしております。地元
や海外でロータリークラブがどのような活動を行って

いるかご存じでしょうか。地元地域や世界でロータ
リーの会員は、自分の職業や経験を活かして、草の根
レベルと世界レベルの活動を行っております。
　ロータリーが特に重点を置いているのは、６つの分
野です。「世界平和の推進」「疾病との戦い」「きれい
な水の提供」「母子の健康」「教育の支援」そして「地
元経済の成長」です。これらの６分野に加え、ロータ
リーが 1979 年より継続して取り組んでいる『ポリオ
撲滅』の活動があります。これまで積み重ねてきた活
動の成果により、現在ポリオの感染が続くのは全世界
で僅か２カ国となりました。つい先日のニュースで「ア
フリカにおけるポリオが根絶された」ということが発
表されております。
また、ロータリー活動の視野は広く、学生や若い社会
人が仲間とともにリーダーシップの力を伸ばす活動を
しております。これは『インターアクト』と『ローター
アクト』の２つの組織となっております。
インターアクトでは、社会奉仕と国際交流に関心のあ
る 16歳～ 18歳の学生が活動しており、多くの場合
は学校別にクラブが結成されております。当クラブで
は、武修館高校の生徒に支援をしております。
そしてローターアクトでは、18歳～ 30歳までの若
者が社会貢献の活動に参加し、キャリアに役立つ専門
スキルやリーダーシップの力を身に付けております。
ロータリーでは『ＲＹＬＡ（ライラ）』、ロータリー青

少年指導育成プログラムを毎年行っております。ＲＹ
ＬＡは、若者を対象に各地のロータリークラブと地区
が実施するリーダーシップ研修プログラムです。
ロータリーはこのように様々な活動をしております。
決してゴルフとお酒ばかり飲んでいるクラブではござ
いません。
以上、簡単ですが日頃のロータリー活動のお話をさせ
ていただきました。
このあと理事と親睦委員会で楽しい企画を用意してお
りますので、今宵は楽しいクリスマス家族会をお過ご
しください。皆さまご静聴ありがとうございます。

親睦活動委員会　岩田　信一君
　皆さん！メリー
クリスマス。これ
より年に一度のお
楽しみ釧路ロータ
リークラブの『ク
リスマス家族会』
を行います。
それでは早々、開会宣言をクラブ運営委員会・滝越委
員長よりお願いいたします。

開会宣言　
クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんばんは。クラ
ブ運営委員会委員長
の滝越です。よろし
くお願いいたしま
す。本日はこの時節、
非常に困難ななかご
出席いただきまして
大変感謝しております。理事会では、最後まで開催の
是非を論議いたしました。
開催に先だって、感染症対策に対して万全を期してお
ります。クラブと会員ご家族との出会い・ふれあいは
この家族会の時しかございません。また今年はどこに
もお出かけになる機会もなかったと思いますので、皆
さん、最後までお楽しみください。
以上をもって開会として宣言いたします。よろしくお
願いいたします。

次年度理事・役員紹介
2021－2022 年度釧路ロータリークラブ　
　　　　　　　　　杉村　荘平会長エレクト
　皆さん、改めましてこんばんは。この時期、2021
や 2022、23 とこんがらがりますが、来年の 2021－
2022 年度で私が会長をさせていただきますが、一緒
に頑張っていただける理事の皆さんをご紹介したいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、次年度理事のご紹介をさせていただきま

すが、大変恐縮でございますがお名前を呼ばれた方は
ご登壇をお願いしたいと思います。それでは発表しま
す。
　2021－2022 年度釧路ロータリークラブ副会長・
浅川正紳君、幹事市橋多佳丞君、ＳＡＡ・邵龍珍君、
会計・吉田秀俊君、クラブ運営委員会担当・中島徳政
君、クラブ広報会員組織委員会担当・村上祐二君、奉
仕プロジェクト委員会担当・小野寺俊君、ロータリー
財団奨学推進委員会担当・甲賀伸彦君、そして次年度
直前会長になられます舟木博君、先ほどご挨拶をいた
だきました次年度会長エレクト・滝越康雄君、そして

私を含め 11名で次年度理事を務めさせていただきま
す。
　続きまして、これからお名前を呼ぶ方はその場でご
起立をお願いいたします。次年度会計監査・西村智久
君、クラブ研修リーダー・脇弘幸君、副ＳＡＡ・後藤
公貴君、副幹事・得地哉君、同じく田内康章君、以上
のメンバーで 2021－2022 年度を頑張っていきたい
と思います。皆さま方の叱咤激励、ご指導ご鞭撻をよ
ろしくお願いいたします。
素晴らしいメンバーでございます。よろしくお願いい
たします。

滝越　康雄会長ノミニー
　度々の登壇ですみません。先般の総会において舟木
会長のご推薦を受け、会長ノミニーをお引き受けいた
しました。伝統ある会の代表として重圧感でいっぱい
でございます。釧路クラブの会員名簿の古い在庫ファ
イルから私のファイルが引っ張り出されまして、ノミ
ニーということでお引き受けした次第でございます。
私の前、来年度は若き杉村会長でございます。18歳
の年齢差があり、若々しさとメンバーを引きつける力、
物腰、全てにおいて及びません。新世代が出た後の旧
世代としては非常にやりにくさを感じます。
　私の釧路ロータリー在籍は33年で、釧路ロータリー
は今年度で設立 84年ですけれど、84年のうち 33年
間は在籍をして見てきておりますので、この実体験を
元に私の担当年度では 86年目をきちんと運営して引
き継いでいきたいと思っております。
　何事もメンバー諸兄の協力なしには何もできません
のでよろしくお願いいたします。
また会員を裏で支えていらっしゃる奥様方のご協力に
は常日頃感謝しております。ご家庭から見えない部分
に、奥様方のご支援を何卒よろしくお願いいたします。
　以上、簡単ですけれど挨拶に代えます。ありがとう
ございました。

乾杯挨拶
脇　　弘幸パスト会長
　皆さん、改めましてこんばんは。本日は毎年楽しみ
にしております『年末クリスマス家族会』にはコロナ
禍でいろいろな不安があるなか、このようにたくさん
の皆さまにご出席をいただきまして大変ありがとうご
ざいます。特に奥様をはじめご家族皆さまのご参加に
感謝を申し上げます。
　今回のこのクリスマス家族会の開催については、先
ほど滝越委員長からございましたとおり、舟木会長を
はじめ、理事の皆さま、そして親睦活動委員会の皆さ
まもギリギリまで開催について悩んだことと思いま
す。ですが、やはり釧路ロータリークラブはコロナに
負けないという思いの中での開催かと思います。

開催するに当たっては、しっかりとした感染対策を
とって行こうと、私の目の前にもこの大きなアクリル
板もございますし、皆さんの周りもアクリル板で囲わ
れていて、何やら水槽の中にいるような気分ですけれ
ども、これも皆さまの安全・安心のためご理解をいた
だければと思います。
　舟木年度の半分が過ぎようとしています。コロナ禍
ということで思いどおりの活動ができない部分はあり
ますけれども、これから下期に向かってもコロナに負
けずにしっかりと最後まで頑張っていただきたいと思
います。
また、杉村年度が本格的な準備に入るということで、
この準備期間の中でしっかりと知恵を出しながら準備
をしていただき、来年７月から素晴らしいスタートを
切っていただければと思います。
ひとつ忘れました。本日の企画運営を務めていただい
ております佐藤委員長をはじめ親睦活動委員会の皆さ
ま、今日は大変でしょうけれどもどうぞよろしくお願
いいたします。それでは乾杯をさせていただきます。
　「声高らかに」と言いたいところですが、飛沫が飛
んでしまいますので今回は、品良く行きたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
それでは、本日お集まりの皆さまのご健康とご多幸を、
そして釧路ロータリークラブの益々の発展、またコロ
ナの早い終息、を願いまして乾杯させていただきます。
それではご唱和をお願いいたします。
「乾杯」
　ありがとうございました。

　　　　　　（サンタクロースの登場）
　　　　　　　　（余興・大抽選会）

閉会挨拶
土橋　賢一副会長

　皆さん、楽しんで
いただけましたで
しょうか。（拍手）
僭越ではございます
が、一言お礼を申し
上げたいと思いま
す。

本日、釧路ロータリークラブ・クリスマス家族会にこ
のようにたくさんの皆さんがお集まりいただきまして
大変ありがとうございます。そして日頃、私たちロー
タリアンがお金と時間を使って、このロータリー活動
をさせていただけることも、奥さんとご家族のご理解
ご協力と諦めがあってこそできると思います。いつも、
いつも、ありがとうございます。
また今日のこのパーティーを準備・運営をしてくださ

いました。佐藤委員長をはじめとしての親睦委員会の
皆さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございま
した。
先ほど、寸劇がありました。大変恥ずかしかったです
けれども寸劇のプロデューサーを務めていただきまし
た滝越大委員長、重ねてお礼を申し上げます。ありが
とうございました。
なにはともあれ、楽しい時間を過ごさせていただきま
したことに感謝を申し上げまして、この場を締めさせ
ていただきたいと思います。

皆さんご起立ください。
『舟木丸』はまだ航海の途中でございます。
本日は「シャシャシャン・シャシャシャン・シャシャ
シャン・シャン」と一本締めで締めたいと思いますの
で、皆さんご唱和のほどよろしくお願いいたします。
それでは、皆さんのご健康と釧路ロータリークラブが
益々発展することをご祈念いたしまして、お手を拝
借！

会長の時間
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滝越　康雄会長ノミニー
　度々の登壇ですみません。先般の総会において舟木
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でございます。釧路クラブの会員名簿の古い在庫ファ
イルから私のファイルが引っ張り出されまして、ノミ
ニーということでお引き受けした次第でございます。
私の前、来年度は若き杉村会長でございます。18歳
の年齢差があり、若々しさとメンバーを引きつける力、
物腰、全てにおいて及びません。新世代が出た後の旧
世代としては非常にやりにくさを感じます。
　私の釧路ロータリー在籍は33年で、釧路ロータリー
は今年度で設立 84年ですけれど、84年のうち 33年
間は在籍をして見てきておりますので、この実体験を
元に私の担当年度では 86年目をきちんと運営して引
き継いでいきたいと思っております。
　何事もメンバー諸兄の協力なしには何もできません
のでよろしくお願いいたします。
また会員を裏で支えていらっしゃる奥様方のご協力に
は常日頃感謝しております。ご家庭から見えない部分
に、奥様方のご支援を何卒よろしくお願いいたします。
　以上、簡単ですけれど挨拶に代えます。ありがとう
ございました。

乾杯挨拶
脇　　弘幸パスト会長
　皆さん、改めましてこんばんは。本日は毎年楽しみ
にしております『年末クリスマス家族会』にはコロナ
禍でいろいろな不安があるなか、このようにたくさん
の皆さまにご出席をいただきまして大変ありがとうご
ざいます。特に奥様をはじめご家族皆さまのご参加に
感謝を申し上げます。
　今回のこのクリスマス家族会の開催については、先
ほど滝越委員長からございましたとおり、舟木会長を
はじめ、理事の皆さま、そして親睦活動委員会の皆さ
まもギリギリまで開催について悩んだことと思いま
す。ですが、やはり釧路ロータリークラブはコロナに
負けないという思いの中での開催かと思います。

開催するに当たっては、しっかりとした感染対策を
とって行こうと、私の目の前にもこの大きなアクリル
板もございますし、皆さんの周りもアクリル板で囲わ
れていて、何やら水槽の中にいるような気分ですけれ
ども、これも皆さまの安全・安心のためご理解をいた
だければと思います。
　舟木年度の半分が過ぎようとしています。コロナ禍
ということで思いどおりの活動ができない部分はあり
ますけれども、これから下期に向かってもコロナに負
けずにしっかりと最後まで頑張っていただきたいと思
います。
また、杉村年度が本格的な準備に入るということで、
この準備期間の中でしっかりと知恵を出しながら準備
をしていただき、来年７月から素晴らしいスタートを
切っていただければと思います。
ひとつ忘れました。本日の企画運営を務めていただい
ております佐藤委員長をはじめ親睦活動委員会の皆さ
ま、今日は大変でしょうけれどもどうぞよろしくお願
いいたします。それでは乾杯をさせていただきます。
　「声高らかに」と言いたいところですが、飛沫が飛
んでしまいますので今回は、品良く行きたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
それでは、本日お集まりの皆さまのご健康とご多幸を、
そして釧路ロータリークラブの益々の発展、またコロ
ナの早い終息、を願いまして乾杯させていただきます。
それではご唱和をお願いいたします。
「乾杯」
　ありがとうございました。

　　　　　　（サンタクロースの登場）
　　　　　　　　（余興・大抽選会）

閉会挨拶
土橋　賢一副会長

　皆さん、楽しんで
いただけましたで
しょうか。（拍手）
僭越ではございます
が、一言お礼を申し
上げたいと思いま
す。

本日、釧路ロータリークラブ・クリスマス家族会にこ
のようにたくさんの皆さんがお集まりいただきまして
大変ありがとうございます。そして日頃、私たちロー
タリアンがお金と時間を使って、このロータリー活動
をさせていただけることも、奥さんとご家族のご理解
ご協力と諦めがあってこそできると思います。いつも、
いつも、ありがとうございます。
また今日のこのパーティーを準備・運営をしてくださ

いました。佐藤委員長をはじめとしての親睦委員会の
皆さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございま
した。
先ほど、寸劇がありました。大変恥ずかしかったです
けれども寸劇のプロデューサーを務めていただきまし
た滝越大委員長、重ねてお礼を申し上げます。ありが
とうございました。
なにはともあれ、楽しい時間を過ごさせていただきま
したことに感謝を申し上げまして、この場を締めさせ
ていただきたいと思います。

皆さんご起立ください。
『舟木丸』はまだ航海の途中でございます。
本日は「シャシャシャン・シャシャシャン・シャシャ
シャン・シャン」と一本締めで締めたいと思いますの
で、皆さんご唱和のほどよろしくお願いいたします。
それでは、皆さんのご健康と釧路ロータリークラブが
益々発展することをご祈念いたしまして、お手を拝
借！



 

　　　　　　　　　　　舟木　　博会長
　皆さん、こんばん
は。本日は、コロナ
禍のなか多くの皆さ
まに『クリスマス家
族会』に参加いただ
き心より感謝申し上
げます。参加してい

ただいた皆さまには、できる限りの安全対策を講じて
お迎えいたしますので、今宵のひとときを楽しんでい
ただければ幸いです。
本日は、日頃よりロータリー活動を支えていただいて
おります家族の皆さまがおりますので、少しロータ
リーの活動についてお話しをさせていただきます。
　釧路ロータリークラブは、現在 100 名のメンバー
で構成されております。各メンバーは、ロータリー活
動を目標に異なる職業・観点を持つ人々が集まって、
問題を多角的に捉え、各業種のリーダーである会員が
それぞれの持ち味を発揮して活動をしております。地
元のニーズに地元で取り組むことができるのも地元に
根付いたロータリークラブならではの特徴だと思いま
す。
　ロータリーでは、全員が様々な方法で新しい人と出
会い、アイデアを交換し、交流をしております。地元
や海外でロータリークラブがどのような活動を行って

いるかご存じでしょうか。地元地域や世界でロータ
リーの会員は、自分の職業や経験を活かして、草の根
レベルと世界レベルの活動を行っております。
　ロータリーが特に重点を置いているのは、６つの分
野です。「世界平和の推進」「疾病との戦い」「きれい
な水の提供」「母子の健康」「教育の支援」そして「地
元経済の成長」です。これらの６分野に加え、ロータ
リーが 1979 年より継続して取り組んでいる『ポリオ
撲滅』の活動があります。これまで積み重ねてきた活
動の成果により、現在ポリオの感染が続くのは全世界
で僅か２カ国となりました。つい先日のニュースで「ア
フリカにおけるポリオが根絶された」ということが発
表されております。
また、ロータリー活動の視野は広く、学生や若い社会
人が仲間とともにリーダーシップの力を伸ばす活動を
しております。これは『インターアクト』と『ローター
アクト』の２つの組織となっております。
インターアクトでは、社会奉仕と国際交流に関心のあ
る 16歳～ 18歳の学生が活動しており、多くの場合
は学校別にクラブが結成されております。当クラブで
は、武修館高校の生徒に支援をしております。
そしてローターアクトでは、18歳～ 30歳までの若
者が社会貢献の活動に参加し、キャリアに役立つ専門
スキルやリーダーシップの力を身に付けております。
ロータリーでは『ＲＹＬＡ（ライラ）』、ロータリー青

少年指導育成プログラムを毎年行っております。ＲＹ
ＬＡは、若者を対象に各地のロータリークラブと地区
が実施するリーダーシップ研修プログラムです。
ロータリーはこのように様々な活動をしております。
決してゴルフとお酒ばかり飲んでいるクラブではござ
いません。
以上、簡単ですが日頃のロータリー活動のお話をさせ
ていただきました。
このあと理事と親睦委員会で楽しい企画を用意してお
りますので、今宵は楽しいクリスマス家族会をお過ご
しください。皆さまご静聴ありがとうございます。
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ロータリーでは『ＲＹＬＡ（ライラ）』、ロータリー青

少年指導育成プログラムを毎年行っております。ＲＹ
ＬＡは、若者を対象に各地のロータリークラブと地区
が実施するリーダーシップ研修プログラムです。
ロータリーはこのように様々な活動をしております。
決してゴルフとお酒ばかり飲んでいるクラブではござ
いません。
以上、簡単ですが日頃のロータリー活動のお話をさせ
ていただきました。
このあと理事と親睦委員会で楽しい企画を用意してお
りますので、今宵は楽しいクリスマス家族会をお過ご
しください。皆さまご静聴ありがとうございます。

親睦活動委員会　岩田　信一君
　皆さん！メリー
クリスマス。これ
より年に一度のお
楽しみ釧路ロータ
リークラブの『ク
リスマス家族会』
を行います。
それでは早々、開会宣言をクラブ運営委員会・滝越委
員長よりお願いいたします。

開会宣言　
クラブ運営委員会　滝越　康雄委員長　
　こんばんは。クラ
ブ運営委員会委員長
の滝越です。よろし
くお願いいたしま
す。本日はこの時節、
非常に困難ななかご
出席いただきまして
大変感謝しております。理事会では、最後まで開催の
是非を論議いたしました。
開催に先だって、感染症対策に対して万全を期してお
ります。クラブと会員ご家族との出会い・ふれあいは
この家族会の時しかございません。また今年はどこに
もお出かけになる機会もなかったと思いますので、皆
さん、最後までお楽しみください。
以上をもって開会として宣言いたします。よろしくお
願いいたします。

次年度理事・役員紹介
2021－2022 年度釧路ロータリークラブ　
　　　　　　　　　杉村　荘平会長エレクト
　皆さん、改めましてこんばんは。この時期、2021
や 2022、23 とこんがらがりますが、来年の 2021－
2022 年度で私が会長をさせていただきますが、一緒
に頑張っていただける理事の皆さんをご紹介したいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、次年度理事のご紹介をさせていただきま

すが、大変恐縮でございますがお名前を呼ばれた方は
ご登壇をお願いしたいと思います。それでは発表しま
す。
　2021－2022 年度釧路ロータリークラブ副会長・
浅川正紳君、幹事市橋多佳丞君、ＳＡＡ・邵龍珍君、
会計・吉田秀俊君、クラブ運営委員会担当・中島徳政
君、クラブ広報会員組織委員会担当・村上祐二君、奉
仕プロジェクト委員会担当・小野寺俊君、ロータリー
財団奨学推進委員会担当・甲賀伸彦君、そして次年度
直前会長になられます舟木博君、先ほどご挨拶をいた
だきました次年度会長エレクト・滝越康雄君、そして

私を含め 11名で次年度理事を務めさせていただきま
す。
　続きまして、これからお名前を呼ぶ方はその場でご
起立をお願いいたします。次年度会計監査・西村智久
君、クラブ研修リーダー・脇弘幸君、副ＳＡＡ・後藤
公貴君、副幹事・得地哉君、同じく田内康章君、以上
のメンバーで 2021－2022 年度を頑張っていきたい
と思います。皆さま方の叱咤激励、ご指導ご鞭撻をよ
ろしくお願いいたします。
素晴らしいメンバーでございます。よろしくお願いい
たします。

滝越　康雄会長ノミニー
　度々の登壇ですみません。先般の総会において舟木
会長のご推薦を受け、会長ノミニーをお引き受けいた
しました。伝統ある会の代表として重圧感でいっぱい
でございます。釧路クラブの会員名簿の古い在庫ファ
イルから私のファイルが引っ張り出されまして、ノミ
ニーということでお引き受けした次第でございます。
私の前、来年度は若き杉村会長でございます。18歳
の年齢差があり、若々しさとメンバーを引きつける力、
物腰、全てにおいて及びません。新世代が出た後の旧
世代としては非常にやりにくさを感じます。
　私の釧路ロータリー在籍は33年で、釧路ロータリー
は今年度で設立 84年ですけれど、84年のうち 33年
間は在籍をして見てきておりますので、この実体験を
元に私の担当年度では 86年目をきちんと運営して引
き継いでいきたいと思っております。
　何事もメンバー諸兄の協力なしには何もできません
のでよろしくお願いいたします。
また会員を裏で支えていらっしゃる奥様方のご協力に
は常日頃感謝しております。ご家庭から見えない部分
に、奥様方のご支援を何卒よろしくお願いいたします。
　以上、簡単ですけれど挨拶に代えます。ありがとう
ございました。

乾杯挨拶
脇　　弘幸パスト会長
　皆さん、改めましてこんばんは。本日は毎年楽しみ
にしております『年末クリスマス家族会』にはコロナ
禍でいろいろな不安があるなか、このようにたくさん
の皆さまにご出席をいただきまして大変ありがとうご
ざいます。特に奥様をはじめご家族皆さまのご参加に
感謝を申し上げます。
　今回のこのクリスマス家族会の開催については、先
ほど滝越委員長からございましたとおり、舟木会長を
はじめ、理事の皆さま、そして親睦活動委員会の皆さ
まもギリギリまで開催について悩んだことと思いま
す。ですが、やはり釧路ロータリークラブはコロナに
負けないという思いの中での開催かと思います。

開催するに当たっては、しっかりとした感染対策を
とって行こうと、私の目の前にもこの大きなアクリル
板もございますし、皆さんの周りもアクリル板で囲わ
れていて、何やら水槽の中にいるような気分ですけれ
ども、これも皆さまの安全・安心のためご理解をいた
だければと思います。
　舟木年度の半分が過ぎようとしています。コロナ禍
ということで思いどおりの活動ができない部分はあり
ますけれども、これから下期に向かってもコロナに負
けずにしっかりと最後まで頑張っていただきたいと思
います。
また、杉村年度が本格的な準備に入るということで、
この準備期間の中でしっかりと知恵を出しながら準備
をしていただき、来年７月から素晴らしいスタートを
切っていただければと思います。
ひとつ忘れました。本日の企画運営を務めていただい
ております佐藤委員長をはじめ親睦活動委員会の皆さ
ま、今日は大変でしょうけれどもどうぞよろしくお願
いいたします。それでは乾杯をさせていただきます。
　「声高らかに」と言いたいところですが、飛沫が飛
んでしまいますので今回は、品良く行きたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
それでは、本日お集まりの皆さまのご健康とご多幸を、
そして釧路ロータリークラブの益々の発展、またコロ
ナの早い終息、を願いまして乾杯させていただきます。
それではご唱和をお願いいたします。
「乾杯」
　ありがとうございました。

　　　　　　（サンタクロースの登場）
　　　　　　　　（余興・大抽選会）

閉会挨拶
土橋　賢一副会長

　皆さん、楽しんで
いただけましたで
しょうか。（拍手）
僭越ではございます
が、一言お礼を申し
上げたいと思いま
す。

本日、釧路ロータリークラブ・クリスマス家族会にこ
のようにたくさんの皆さんがお集まりいただきまして
大変ありがとうございます。そして日頃、私たちロー
タリアンがお金と時間を使って、このロータリー活動
をさせていただけることも、奥さんとご家族のご理解
ご協力と諦めがあってこそできると思います。いつも、
いつも、ありがとうございます。
また今日のこのパーティーを準備・運営をしてくださ

いました。佐藤委員長をはじめとしての親睦委員会の
皆さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございま
した。
先ほど、寸劇がありました。大変恥ずかしかったです
けれども寸劇のプロデューサーを務めていただきまし
た滝越大委員長、重ねてお礼を申し上げます。ありが
とうございました。
なにはともあれ、楽しい時間を過ごさせていただきま
したことに感謝を申し上げまして、この場を締めさせ
ていただきたいと思います。

皆さんご起立ください。
『舟木丸』はまだ航海の途中でございます。
本日は「シャシャシャン・シャシャシャン・シャシャ
シャン・シャン」と一本締めで締めたいと思いますの
で、皆さんご唱和のほどよろしくお願いいたします。
それでは、皆さんのご健康と釧路ロータリークラブが
益々発展することをご祈念いたしまして、お手を拝
借！

本日のニコニコ献金

■舟木　　博君　なんとかクリスマス家族会までたどりつきました。ありがとうございます。
■土橋　賢一君　メリークリスマス！！
■荒井　　剛君　メリークリスマス！！
　

今年度累計　　253,000 円　　

クリスマス家族会スナップ



 



 


