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月間テーマ

平和と紛争予防／紛争解決月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

嵯峨記念育英会奨学生

次週例会

講師例会「釧路市のふるさと納税について」
（担当：プログラム委員会）

■ビジター
■ゲスト

2020-2021 年度

RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

卒業報告会（担当：嵯峨記念育英会委員会）

■ロータリーソング：「それでこそロータリー」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：古谷 守生君

97 名
なし

武修館高等学校 太田 愛菜さん、保護者 太田 隆史様

会長の時間

すっかり春らし

土橋 賢一副会長

くなってまいりま

中です。本日は『奨学生の卒業報告例会』に卒業生１
名と保護者の方にお越しいただきました。

本日、出席をする予定となっておりました３名の方は

したが、スッキリ

都合により欠席となりました。その３名の方から事前

とコロナが終息せ

にいただいた文書を代読させていただきます。

ず、モヤモヤが晴

ロータリー財団・奨学推進委員会・柿田英樹委員長、

れないのは私だけ

よろしくお願いいたします。

でしょうか。しか

しながら、本日は武修館高等学校を晴れてご卒業され、
新しい進路へと向かおうとしている太田愛菜さん・

隆史さん親子がいらしております。ぜひこの門出を皆

ロータリー財団・奨学推進委員会
僭越ではござい

さんで祝福いたしたいと思います。愛菜さん、これか

ますが、本日、出

れますことをお祈りいたしております。

卒業生３名の皆さ

らも応援しておりますので、今後もご健康でご活躍さ
また、青少年奉仕委員長でもあります古谷守生君が転
勤されます。大変楽しく希有な人物でもありますから
寂しくもありますが、転勤されても益々のご活躍をご
祈念いたしております。後ほどご講演の時間を設けて
おりますので、どうぞお気の済むままよろしくお願い

いたします。今日まで本当にありがとうございました。
それでは、本日よろしくお願いいたします。
■

本日のプログラム ■

嵯峨記念育英会奨学生

嵯峨記念育英会委員会 田中

卒業報告会

正己副委員長

皆さん、こんにちは。嵯峨記念育英会副委員長の田

柿田 英樹委員長

席が叶わなかった
んからお礼のメッ
セージをいただき
ましたので、しっ
かりと代読させて
いただきます。

３名の卒業生からお礼メッセージ代読
北海道釧路湖陵高等学校 山田 桃音さん

本日は、直接感謝の気持ちを申し上げに行くこと

ができず残念に思っております。申し訳ございません。
まず、３年間、奨学金によって高校生活をサポートし
ていただきありがとうございました。毎日楽しく充実





した高校生活を送ることができました。

私は、この春から札幌の北海学園大学に進学すること
となりました。大学生活では、今まで以上に日々の努

このような形で卒業生を送るということは二度と

力を大切にして過ごしていきたいと思っております。

あってほしくないと思いますが、皆さん、本当に元気

最後になりますが、改めて３年間、奨学金を給付して

います。

自立した大人になれるよう頑張ります。

いただき本当にありがとうございました。

北海道釧路湖陵高等学校 卒業生 山田 桃音

でしっかりと目標のために頑張っていただきたいと思

嵯峨記念育英会委員会 田中 正己副委員長
本日は、４名の

方にお越しいただ
北海道釧路東高等学校 荻原

那奈さん

３年間の長きにわたりご支援をいただき本当にあり

がとうございました。高校生活を有意義に過ごすこと

ができ、勉学にも安心して打ち込むことができたのも、
奨学金を支給していただいたおかげです。

ご報告が遅れてしまいましたが、４月からは釧路公立
大学経済学部経営学科にて学生生活を送ることとなり
ました。これからの４年間、多くの知識と教養を身に
付け、様々なことにチャレンジをして行きながら立派
な社会人になれるように日々努力をしてまいります。
最後になりましたが、皆さまのご健康と益々のご発

展を祈念申し上げます。

北海道釧路東高等学校 卒業生

荻原 那奈

く予定でしたが、
３名の方の都合が

つかず欠席となり、
１名の方に卒業報
告のご挨拶をお願
いいたします。

お名前を呼ばれましたらご登壇いただき、ご挨拶をお
願いいたします。

武修館高等学校・卒業生・太田愛菜さん、よろしくお
願いいたします。
卒業報告
武修館高等学校 太田 愛菜さん

皆さま、今日はご招待いただきありがとうございま

す。先日、武修館高校を無事に卒業することができま
北海道釧路東高等学校 仲村

花香さん

この度は、釧路ロータリークラブ例会にお招きいた

だき誠にありがとうございます。せっかくお招きをい
ただきましたが、やむを得ない事情により出席が叶わ
なくなりました。大変申し訳ないことで深くお詫び申
し上げます。

奨学生として、ご支援いただきありがとうございま

した。私にとって３年間の高校生活はたくさんの苦悩
や葛藤、そして歓び、思い返す度に非常に充実したも
のと思えるような素晴らしいものにすることができま
した。

以前、私はウエディングプランナーを志し高校に入学
いたしましたが、高校生活において様々な友人や先生
に関わっていくに連れ、新たな目標ができました。そ
れは私が税理士として、もっとたくさんの方々の助け
となれるような人、そして皆さんの生活を支える経営

した太田です。

高校３年間、支援をしていただきありがとうございま
した。支援のおかげで部活動や勉強に対して充実した
日々を送ることが
できました。

部活動では陸上

部に所属し、「全国
大会出場のため新

しい挑戦をしたい。
負けたくない」と
いう気持ちで毎日

の練習に取り組みました。ときには上手くいかないこ
ともありましたが、チームメイトと乗り越え、地区大
会での優勝や全道大会での入賞を果たすことができま
した。

そして私の進路ですが、4 月から札幌大学の英語専

者のパートナーとして支えていくことです。

攻へ進みます。高校３年間の授業や出会いの中で英語

でに助けてくれた方々のことを思い出しつつ、日々恩

年間は一生懸命勉強をしていきます。そしてお世話に

高校卒業後、私は専門学校へと進学いたします。今ま
返しできるように精進してまいりたいと思います。

末筆ながら重ねてお礼を申し上げるとともに、皆さま

に興味を持ちました。先生になるために、これから４
なった先生方のようになりたいと思っています。

最後になりますが、支えてくれた私の保護者や先生

のご健康とご多幸を心よりお祝い申し上げます。本当

方、友人への感謝を忘れず、またロータリークラブ様

令和３年３月 25 日

と思っています。

にありがとうございました。
仲村

花香

北海道釧路東高等学校

卒業生

への感謝を忘れず、これからも夢に向かって進みたい
３年間ありがとうございました。





運営として「平成 29 年、5,000 万円の財産の運用益
嵯峨記念育英会 西村 智久業務執行理事

皆さん、ご苦労

様でございます。
本来ですと吉田潤
司理事長がご挨拶
をし、太田さんに
卒業のお祝いの

メッセージを述べ
るところでありま

すが、今日、のっぴきならない事情により欠席ですの
で、業務執行理事であります私から若干の嵯峨記念育
英会の説明と太田さんへ卒業のお祝いのメッセージを

は 110 万円程度」と書いてありますが、この 110 万

円だったのが令和２年には 67 万円しか運用益が出て

いません。釧路ロータリークラブの皆さまの会費の他
に、会の運営で余剰金が出た 88 万円を寄付金として
いただき、その 155 万円で運用をしています。運用

益では到底かなわないことで、釧路ロータリークラブ
の皆さまのお志で運営しているところです。

最近応募をする方が大変少ないということで、どう

したらいいのか検討をしております。皆さま、なにか
アイデアや意見がありましたら吉田潤司か私にヒント
をいただきたいと思います。

さて太田さん、武修館高校は釧路ロータリークラブ

贈りたいと思います。

がインターアクトクラブのスポンサーとなっています

とうございます。

生を出しております。武修館高校は校内でよりすぐり

まずをもちまして、太田愛菜さん本当に卒業おめで

皆さまのお手元に嵯峨記念育英会の若干の資料がある
かと思いますが、簡単に概略を説明させていただきま
す。

嵯峨記念育英会は、昭和 36 年 12 月に『財団法人

嵯峨青少年育英会』として嵯峨晃様（当時、釧路ロー
タリークラブのチャーターメンバー）によって設立さ
れております。当時の基本財産が 1,000 万円、運用

が、その関係もありまして歴代ずっと毎年１名の奨学
の優秀な１名を出していだだいておりますので、当然
のごとく選ばれる可能性になります。他の高校につい
ては応募があったり，なかったりということが続いて
おりますので、嵯峨記念育英会の存亡の危機、存在意
義の再確認をしなければいけない、と理事会・評議委
員会で検討をしていきたいと思っております。

太田さんにおきましては、このコロナ禍において、

財産が 50 万円。「いまのお金にすれば１億円相当だ」

思った活動もできなかったでしょうし、今日はお父さ

た時、泉敬会員が理事長代行を務めております。この

生活で大変だったと思います。心細いこともあったと

と言われております。昭和 47 年に嵯峨晃氏が亡くなっ

後、「釧路のロータリークラブみんなで運営をしよう」
という話になりました。それを何年間か続けたのです

が、
「やっぱり、釧路ロータリークラブでやってほしい」
となりまして、昭和 50 年の臨時総会で釧路ロータリー
クラブが運営をすることになり、そのなごりで「釧路
ロータリークラブ嵯峨記念育英会」という名前ではな
く、「釧路ロータリー嵯峨記念育英会」と命名されて
います。

昭和 51 年度から新入生を募集しております。51 年

んが弟子屈からお見えですが、弟子屈から来ての下宿
思います。

お聞きするとスポーツがたけているということで、英
語の先生と言わず体育の先生もできるのではないかと
思います。ぜひ４年後、釧路に帰って来る機会があり
ましたら「いまどうなっている」ということをご報告
いただければ幸いに思います。

本当に卒業、おめでとうございます。ありがとうござ
います。

と言いますと、私が高校１年生ですのでこの対象だっ
たのですが、嵯峨記念の「さ」の字も知りませんでし

嵯峨記念育英会委員会 田中 正己副委員長

の第１号となっております。現在、釧路がんセンター

それでは、卒業生に記念品を贈呈いたします。土橋副

た。資料を見ますと、同級生で理数科の松浦が奨学生
の所長です。やはり優秀な人にしか声はかからないの
だと改めて痛感させられます。

現在まで、現役を含めまして 167 名の奨学生を送り

出しております。最初は８名、６名と大人数に奨学金
を贈れた財政事情がありましたが、途中、苦しくなっ

ありがとうございました。

会長、太田愛菜さん、ご登壇をお願いいたします。
（土橋賢一副会長から太田愛菜さんへ記念品贈呈）
ありがとうござ

た時には湖陵と武修館（当時の緑ヶ岡学園）の 2 名

いました。

月より公益財団法人となり「基金を取り崩しても良い」

しますので、卒業

しか出せないことが何年も続きました。平成 23 年 4

形になりました。そこからは、例年４名、５名と、た
くさんの方に奨学金を贈られる体制になっておりま
す。

卒業生が退場いた
生に拍手でエール
を送りましょう。
よろしくお願いい





たします。

社にお願いをして、千歳に転勤をさせてもらったので

転勤挨拶

紹介いただいた小児科の病院は非常に評判の良い病院

す。

一般財団法人北海道電気保安協会釧路支部支部長
古谷

守生君

皆さん、こんに

ちは。例会の貴重
なお時間をいただ
きまして誠にあり

がとうございます。
荒井幹事から「今
日は多分例会が早

く終了するので長めに喋ってほしい」と言われました
けれども、いまは終わりの時間が決まっておりません
ので早く終わっても良いのかなと思っております。

３年間、大変お世話になりありがとうございました。
３年前に釧路に来たわけですけれど、私は先週が誕生

で、患者さんもすごくたくさんおられて、その病院の
先生から「古谷さんのお子さんはこの病院の患者さん
の中で一番症状が重いので、気長に治しましょう」と
言われたので、これは時間がかかると思ったのです。

しかし、環境が変わったせいか６カ月で完治しました。
実は３年前の転勤の時に「北見か釧路か帯広、３事業
所のポストが空く」と言われました。釧路地区の気候
が悪かったので釧路だけは行きたくないと思いながら

いたのですけれど、
「古谷さん釧路ですよ」と言われて、
ふたつ返事で来ました。昔と違って地球温暖化なので
しょう、多分気温も上がっておりますし、霧が発生す
ることもほとんどなく、逆に夏は涼しく住みやすかっ
たという思い出です。

ロータリー活動を振り返りますと、奉仕活動では何

日で、満 60 歳になりました。私どもの会社は、60

ができたのか、３年間いましたけれど大したことはで

時から３年後が退会予定とは決まっていたのですけれ

こうお金で奉仕した記憶はあるのですけれど、冗談は

歳の年度末が定年ということで、３年前に入会をした
ど会社の規約が変わり、「新年度から定年が５歳延長

になる」ことから 65 歳の年度末が定年で、私もその
65 歳までに引っかかりました。もう１年ぐらい釧路

にいられるのかと思っていたのですけれど、「現在の

ポストは早く若い人に譲りなさい」ということで、私
は転勤となりました。

私の転勤先は札幌で札幌支部という事業所です。い

まと同じ現業機関で、「新規のお客様との契約手続き

をしてほしい」と聞いておりますけれど、詳しいこと
は全く聞いていませんし、引き継ぎにも行っておりま
せん。

転勤先の前任の方が 65 歳で辞めるのですけれど、私

のために１カ月間臨時で残ってくれて引き継ぎをして
くれるということで挨拶にもまだ行っていない状況で
す。

よく転勤族の皆さんは「釧路地方は非常に自然が良

い所」とお話をされておりますけれど、私は感受性が
少し鈍いのか自然の良さがよく分かりません。という
のも私は北見市出身なので、広く言えば同じ道東地区
で、子どもの頃から家族とのドライブで釧路地方の景
色は見慣れております。そのためにあまり自然が良く
映らないのかと思っております。

それと私は、釧路が２回目の勤務でして、昭和 59

年８月から平成元年３月までの 20 代の時に５年弱釧

きていないです。オリプラの前田さんのお店にはけっ
さておき、この２年間は奉仕プロジェクトで、職業奉
仕と青少年奉仕委員会の委員長をさせていただきまし
た。しかしコロナ禍で、実績として残っているのは職
場訪問を１回だけやったことしかないと思っておりま
す。

また、委員長の任期途中に退会をすることで皆さんに
ご迷惑をかけ、誠に申し訳ございません。青少年奉仕
活動の残りの活動はほとんどないと思いますけれど、
及川副委員長、あとをよろしくお願いいたします。

ロータリーの一番の思い出は、吉田ガバナー年度の

「地区大会」に尽きると思います。会場設営の副委員

長を拝命して、なにを行ったら良いのか全く理解をし
ていなかったものですから、定期的に開かれた実行委
員会３回目の時に「まだ、なにもやっていません」と
報告をしたところ、青田実行委員長から「それは、ダ

メだな」と。慌てて「帯広の地区大会ＤＶＤ」を観て、
このようにやらなければダメなのかとびっくりしなが
ら、当時の会場設営の委員長に連絡をとって動いたの
です。他の委員会より１カ月以上も動き出しが遅かっ
たものですから、「これは無事地区大会に間に合うの

か」と不安に思いながら行っていたのですけれど、ど
うにか本大会にこぎ着け、無事終わって安堵した記憶
がございます。

また、
「ガバナー公式訪問」で、私は釧路南ロータリー

路勤務をさせていただきました。当時の釧路地区は、

クラブさんに同行させていただきました。釧路南ロー

り良くない地域ということがありました。やっぱり長

内４名が女性で非常に華やかだった記憶がございま

非常に気温が低く、ガスもかかって、健康的にはあま
男が小児ぜん息に罹りまして、冬になると風邪と相

まって入退院の繰り返しがありましたので、「海岸沿

いではなく、内陸の方に転勤をさせてください」と会

タリークラブさんは会員が 30 名ほどなのですけれど、
す。聞くところによりますと、釧路南ロータリークラ
ブさんは、次年度の会長・幹事・副幹事に女性が就任
するということで、さらに華やかになるのではないか





と思います。釧路クラブも女性会員が増えれば良いと
思っております。

「地区大会」以外では、皆さんとお知り合いになれた
ことが私の思い出であり財産でございます。ロータ

リークラブに入っていなければ決してお会いできるこ
とがなかった方々とお会いできたことが私の貴重な財
産でございます。

その貴重な財産の中から１つエピソードをお話させて
いただきます。久寿里橋のたもとにスポーツジムがあ

と伝統のある釧路クラブ」という言葉をよく使います
けれど、どこで誰が見ているか分からないので、普段
からマナーは大切だと思った瞬間でした。

その方は、私よりもベテランのロータリアンですけれ
ど、私より年下ということで、このお話をさせていた
だいています。個人名は言えませんけれど、某会長エ
レクトでした。杉村さんすみません。名前を言ってし
まいましたね。

私の後任は、旭川支部から篠原実という者が来ます。

ります。釧路クラブ会員の多数の方もジムに通われて

私の中学・高校の２年後輩ですから、多分２年しか在

経った時でしょうか。ジムに通っている方はご存じだ

したら私と同様にご指導ご鞭撻をお願いいたします。

いると思います。私がロータリーに入って半年ぐらい
と思いますけれど、１階が受付で２階の通路の奥に更

籍できないと思いますけれど、もし入会が認められま
最後に、私のロータリアン生活は今日で終わります

衣室があり、更衣室の奥に脱衣所があって、さらに奥

けれど、皆さまのご健勝と釧路ロータリークラブのま

を脱いで、お風呂にでも行こうかという時に、脱衣所

五明さんのお別れ会がありますので、五明さんのご冥

にお風呂場がある施設です。私が運動を終えて運動着
から全裸の方が出て来ました。普通は、脱衣所に出入
りする人は下着１枚かバスタオルを巻いて入りますけ
れど、全裸で前も隠さずブラブラさせながら出て来る
方がおられました。「マナーの悪いのがいるな」と思

すますのご発展を祈念申し上げますとともに、明日、
福をお祈り申し上げ、私の退会の挨拶とさせていただ
きます。

３年間、誠にありがとうございました。

いましたけれど、その方が私の方を見て頭を下げるの
です。顔をよく見ると釧路クラブの会員の方で、その
時「えっ」と思ったことは、皆さんが入会の時「歴史

本日のニコニコ献金
■古谷
■天方

守生君
智順君

転勤になります。３年間

母の葬儀の御礼

大変お世話になりました。

今年度累計

419,000 円





