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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 講師例会「JAL の地域での取り組みについて）」（担当：プログラム委員会）
「台北中央ロータリークラブ　姉妹クラブ締結報告 /会員卓話 」（担当：国際奉仕委員会）
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：「君が代」「奉仕の理想」　　■ソングリーダー：樋口　貴広君
■会員数　  99 名
■ビジター   RID2500 地区大会　植原　元晴実行委員長（釧路ベイ RC）　
　　　　　　  地区財務委員会　渡辺　雅樹委員長（釧路ベイ RC）　　
■ゲスト　   なし 

 

　　　　　　　　    　杉村　荘平会長
　お食事の方はお続
けください。本日は
多数のご出席をいた
だきましてありがと
うございます。
まず、ご報告から。
8月 1日、全道中学

親善硬式野球大会が無事に工業高校グラウンドにて行
われました。早朝、少し雨があって天候が心配された
のですが関係者のご努力もありまして、無事 3試合
完全に開催させていただきました。改めまして、佐藤
委員長率いる青少年奉仕委員会の皆さん、そして当日
応援にかけつけていただきました釧路クラブの皆さ
ん、本当にありがとうございました。この場をお借り
して感謝とお礼を申し上げます。
もうひとつ、大変嬉しいニュース、素晴らしいニュー
スです。うちのメンバーの東堂君のお嬢様がこの度、
女子サッカーのアンダーフィフティーン（Ｕ－１５）
の日本代表に選出されたようです。以前から、お嬢様
が「サッカーをやられていて中学からサッカー留学で
札幌に行かれている」とは聞いておりましたが、日本
代表とはすごいことです。パリオリンピックの『なで
しこ』の代表と勝手に思っておりますが、これはご本
人とご家族の努力の賜物だと思っております。お父様

におかれましては、格別なニコニコを期待しておりま
す。ぜひ、よろしくお願いいたします。
さて、今日の例会内容についてお話しさせていただけ
ればと思っております。
姉妹クラブの件です。2016 年、台北中央ロータリー
クラブと姉妹締結してから今年で５年が経過となりま
した。当初の規定では「３カ月前までに意思の確認を
する」規定になっておりましたので、舟木年度の５月
に意思の確認が行われまして、先日、郵送のやりとり
で姉妹契約の再締結が完了しております。
ここに至るまでは今年度、荒井国際委員長が年度をま
たぎながら台北さんと大変ご苦労しながらの折衝に当
たっていただいております。荒井委員長にはこの場を
お借りして感謝とお礼を申し上げたいと思います。
せっかくの機会ですので、私の方から台北中央ロータ
リークラブとの姉妹締結の馴れ初めについて、簡単に
お話させていただければと思います。
2010 年羽生会長年度の初めに、台湾のライパストガ
バナーから当クラブの小船井パストガバナーに友好ク
ラブのご相談があったのが始まりと聞いております。
その後、2010 年の４月に「まず話を聞いてみよう」
と羽生会長が台湾を訪問したのが始まりです。
その後、年度が変わり尾越年度の７月に台北中央ロー
タリークラブの方が初めて釧路に来られたことから相
互の訪問が始まりました。その後 2013 年の吉田秀俊

会長の時間



 

会長年度に台北を訪問した時に、台北から正式に「釧
路クラブの 80周年の時に姉妹クラブを締結してはど
うか」と提案があって、話が具体化していきます。そ
の後、2016 年８月に木下会長年度に姉妹クラブ締結
がされ、その年の 11月、当クラブの 80周年に正式
に台北の方々が姉妹クラブのメンバーとして来ていた
だいたのが経緯でございます。
今日の例会では、お互いの会場をネットでつないで合
同調印式を行う案があったのですが、このコロナの影
響でなかなか準備が進まずにいて、今日は報告だけの
例会となってしまうことをぜひご理解いただければと
思います。
それにしましても、正式に５年間延長しての台北との
姉妹クラブ再締結となりましたので、改めてお互いに
負担感をなるべく持たないながらも、より深い交流、
楽しみな交流を続けていただければと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
もうひとつ、今日はその時間を利用しまして、転勤族
の皆さんからの卓話をお願いしております。先日も日
銀の熊谷支店長が異動になりましたが、このコロナの
中でなかなか顔を合わせずに転勤族の皆さんが異動に
なってしまう経過になりつつありますので、異動して
しまう前に、外からの目線を持っている皆さんから、
この釧路についてもぜひ辛口を含めたアドバイスや
メッセージをいただいて、私のテーマであります地域
を育むヒントにしたいという思いの企画でございま
す。
以前、吉田秀俊パスト会長は会長挨拶の中で、素晴ら
しい挨拶だったのを思い出してご紹介いたします。
「釧路クラブの素晴らしさはこの風土にある。この風
土は何かというと、この地元のメンバーが土だとすれ
ば、転勤族のメンバーが風である。この土と風が絶妙
なバランスを保って成り立っているのがこの釧路クラ
ブなのだ。この風土を大切にしなければならない」と
吉田パスト会長がされたのを本当に記憶しておりま
す。
本日はその思いを含めながら、転勤族の皆さんに改め
てこのクラブを支えていただいている大きな柱だとい
う感謝の念を持っていただきながら、ぜひお話を聴い
ていただければと思います。
本日はどうぞよろしくお願いいたします

幹事報告　市橋夛佳丞　幹事
　皆さま、こんにちは。それでは幹事報告させていた
だきます。詳細は皆さまにお配りの例会案内をご一読
いただきたいと思います。
8月のロータリーレートは 110 円となっております。
また、本日は皆さまのテーブルに出席確認シートが配
布されていません。事務局のプリンターの調子が悪く
て印刷できませんでしたので、まずは私からお詫びを

申し上げます。申し訳ございませんでした。出席の方
は副幹事がしっかり取っておりますのでご安心くださ
い。よろしくお願いいたします。また、メークアップ
等々の申告は副幹事にお申し付けいただくか、次回の
例会の時にお書きいただければと思っております。
先ほど小西様が入会されました。今現状、99名となっ
ております。100 名までもう 1歩です。ぜひ皆さま
のご協力を今後ともよろしくお願いいたします。
以上、幹事報告とさせていたきます。ありがとうござ
いました。

RID 2500 地区大会のご案内
　　　　植原元晴地区大会実行委員長
　　　　渡辺雅樹地区財務委員長　
　皆さん、こんにち
は。今年度、地区大
会実行委員長を仰せ
つかっております釧
路ベイロータリーク
ラブの植原と申しま
す。隣におりますの
は財務委員長の渡辺雅樹君です。
本日、お伺いしましたのは、本年度の地区大会の登録
のお願いにまいりました。
本年度の地区大会を来る 10月 10日、国際交流セン
ターで行う予定でございます。昨今、コロナ禍の影響
で会合がみんなオンラインになってしまって、昨年度
の地区大会もオンラインで非常に寂しい会が続いてい
るのですが、現在、コロナのワクチン接種が徐々に進
んできている状況で、10月頃にはかなりの方々にワ
クチンが行き渡るのではないかと予想をたてまして、
10月の地区大会は現地開催とさせていただきました。
まだ感染状況が非常に厳しい状況ではございますの
で、感染対策を十分にいたしまして、地区大会を準備
してまいりたいと考えております。
地区大会では記念講演といたしまして、法政大学教授
の坂本光司様にご講演を賜る予定です。ただ、残念な
がらコロナ禍の影響、コロナの感染対策ということで
目玉の大懇親会は残念ながら中止とさせていただきま
した。また、会期も当初は２日間を予定していたので
すが、これを１日に短縮させていただきました。
その結果、遠方のロータリアンの参加が見込めない状
況になりましたので、是非とも釧路市内のロータリア
ンの皆さまにはぜひ全員登録でお願いできればと考え
ております。
まだまだ感染状況は非常に厳しくて、日々の感染対策
は皆さま大変だとは思うのですが、何とか地区大会で
皆さまとお会いできますことを念じております。重ね
重ね登録の方をよろしくお願いいたします。



 

■ 本日のプログラム ■
台北中央ロータリークラブ　姉妹クラブ締結報告 /会員卓話

スポンサー挨拶　脇　　弘幸君
　本日ご入会の方を
ご紹介させていただ
きます。お名前が小
西卓哉様でございま
す。勤務先が釧路信
用組合、『しんくみ』
で常務理事を務めら

れております。
先ほども話をしていたのですが、しんくみさんからは
11～ 12年くらい前までは当時の理事長が入会をさ
れておりましたので、小西常務は満を持しての入会と
なりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
ゴルフはされない、麻雀は得意にしているということ
です。趣味がドライブとウォーキングと読書と書いて
あります。ハンドルを握ると性格が変わるタイプなの
かもしれません。
先ほどお聞きしましたら、ご家族は奥様の美由紀様と
30半ばの息子さんがお二人。長男が東京、次男の方
が釧路におられるというお話しでした。年齢ですけど
も、今月 20日で 61歳です。西村パスト会長、スズ
キの青木君と高校の同期と聞いています。このクラブ
にも湖陵高校ＯＢがたくさんいますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
小西さんは非常に明るい方です。話も大変好きな方で
すので、すぐにこのクラブにも慣れていただけると思
いますので、まずはしっかりと積極的に参加していた
だいて、皆さんと親睦を深めていただければと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、小西さんからご挨拶をお願いしたいと思い
ます。よろしくお願いします。

新入会員挨拶
釧路信用組合　小西　卓哉常務理事　
　ただいま、ご紹介
いただきました小西
でございます。釧路
信用組合で常務理事
を務めております。
本日は歴史と伝統あ
る釧路ロータリーク
ラブに入会ということで、感謝とありがたいと思って
おります。実はすごく緊張しております。先ほどの入
場では、先導が付いていただいての入場は結婚式以来、
30数年振りかなと思って入ってまいりました。
いま高い所からですが顔を拝見させていただくと、先
ほど紹介ありました高校の同期も 2名いらっしゃい
ます。私どもの組合のお引き取り先様のお客様もい
らっしゃいます。うちの父親が「泉先生が同級生だ」

と言っていましたのですから、ゆっくりお話を聞きた
いと思います。そういう年代の大先輩がいらっしゃる
ので、いろいろお話を聞ければと思っております。
先ほど、オリエンテーション受けさせていただきまし
た。奉仕ということでいま私に何ができるかをいろい
ろ考えながら、また皆さんに教えていただきながら頑
張っていきたいと思っております。
簡単な自己紹介させていただきたいと思います。今、
脇さんからお話がありましたけれども、４人家族です。
奥さんがそれこそ高校の同期です。子供が今年 34と
32になる男の子２人おります。長男が今つくば市に
います。実はここで話すことではないかもしれません
けど、長男が昨日コロナに罹ってしまいました。職場
内感染です。皆さんが気を付けていらっしゃるでしょ
うけれども、明日はわが身と思って、私自身も気を付
けなきゃダメかなと思って、お話させていただきまし
た。次男は釧路で福祉関係の仕事をさせていただいて
います。孫が２歳半くらいの男の子が１人いて、その
孫に会うのが楽しみで、休みの癒しと思っていま暮ら
しております。
最後になりますが、皆さんからいろいろご指導いただ
きながらやっていきたいと思います。改めてよろしく
お願いいたします。ありがとうございます。

国際奉仕委員会　荒井 　剛委員長
　皆さん、こんにち
は。国際奉仕委員会
委員長の荒井から報
告させていただきま
す。
今日の報告では台北
中央ロータリークラ

ブとの姉妹締結クラブの更新の報告と、元々のクラブ
提携に至った経緯を一生懸命調べて、この場で報告す
るために原稿を作ってまいりましたが、杉村会長の挨
拶と私の原稿のほぼ８割が丸被りしておりました。私
の持ち時間５分のうち、8割の４分が削られてしまい
ましたので、残り１分ほどで短くお話させていただき
ます。
「ここで Zoomを使って例会を」という話がありまし
たが、私がここに至るいろいろと難儀をしておったの
ですが、台北中央ロータリークラブの前年度の会長の
ブライアンさんは日本語が大変お上手で、あと台北の
方は比較的英語が達者だと聞いております。何とかＬ
ＩＮＥとかメールもそうですが、日本語と英語で毎回
送るのですが、返事はなぜかいつも中国語で返ってき
て、いつも Google 翻訳さんを使って準備を進めてい

新入会員紹介



 

たところです。
かみ合わなかったことも多かったのですが、この姉妹
クラブの締結を更新するかどうかに関しては、台北中
央ロータリークラブの理事者の中でも全員一致で「そ
れはぜひ更新させてください」という返事をいただき
ました。また、釧路クラブも先ほど杉村会長からもご
報告ありましたとおり、前年度の舟木会長年度の際に、
理事会にお諮りし、「更新する」という承認をいただ
きましたので、締結書に署名させていただきました。
今、手元に新しくなった締結書がございます。左側が
中国語で書かれたもの、右側が日本語で書かれたもの
です。それぞれ一部ずつありまして、台湾にも同じも
のが１部ずつあります。今日までに郵送して無事に協
定書の交換をすることができました。
ちなみに今回の協定書ですが、署名者は杉村会長と市
橋幹事と一番下が国際奉仕委員長となって私が署名さ
せていただきました。前回の協定書も同じような役職
で会長・幹事・国際奉仕委員長となっているはずだっ
たのですが、なぜか前回の協定書は当時の木下会長、
樋口幹事、そして私が署名していたのです。その時の
国際奉仕委員長は土橋さんでした。土橋さんが「お前
が書け」と言われまして、私が代わりに書かせていた
だきました。
なかなかコロナの関係で今は行き来ができないです
し、昨年度予定されていた６月の国際大会にも行くこ
とができなかったですが、コロナが収束し、お互いに
また行き来できるようになりましたら、ぜひ皆さんと
一緒に台北に行きたいと思います。
以上、ご報告でした。ありがとうございます。

司会　続きまして、次のプログラムは会員卓話になり
ます。
クラブ運営委員会中島委員長、よろしくお願いいたし
ます。

『会員卓話』
ＮＴＴ東日本北海道・北海道東支店釧路営業支店支店
長　池田いずみ君

　皆さん、こんにち
は。ＮＴＴ東日本の
池田です。いま中島
さんからご紹介いた
だきましたが、７月
１日に釧路での勤務
が 4年目を迎えまし

た。また、7月 26日にはロータリーの記念の 3回目
のお祝いをいただきました。
年齢がわかってしまうのであまり言いたくないのです
が、私は平成元年に入社して 33年間会社に勤めてお
ります。釧路は 13カ所目の職場ですが、４年目を迎

えるのは新入社員で入った小樽支店以来で、入社して
「２つの職場での４年目」を迎えました。６月に上司
から「続投」といわれて「やったー」と心から喜びの
思いが浮かびました。また、別の上司から「ステイ」
と言われて、流行っている言葉なのですが「人事異動
でステイはちょっと」と思い、続投という言葉の方が
嬉しいなと思いました。
なぜ嬉しいかと言われますと、釧路は本当に人が温か
いと思います。ロータリークラブの方もそうですし、
お客様の皆さん、すごく温かくしていただいています。
やはり昔ながらのいろいろな人が還流して育ってきた
風土なのかなと思います。また手前味噌なのですが、
職場も非常にいい職場でチームワークがとてもいいで
す。困った人がいても助け合うことができています。
私も 13カ所回って来て、他の職場にはこのような所
がなかなかないので、これも土地柄かなと思います。
少し、仕事の話をさせていただきたいと思います。日
本で電信電話が創業したのが 1869 年で、「釧路」と
いう地名ができた年と全く同じ年となっております。
1884 年に釧路の電信創業でそれから 137 年、電話は
112 年経っております。釧路の加入電話が１万件を
超えたのは杉村会長が生まれた 1965 年。そこから毎
年 1万ずつ増えて、釧路の発展と共に電話の加入数
も増えてきました。
今は「光」が主流になってきているのですが、2003
年から光回線のご提供をさせていただいております。
今年、総務省の事業で「高度無線環境整備事業」を行っ
ているのですが、「（電話回線の）光化」は町の中心部
だけで郡部には行き渡っていなかったのですが、子ど
もたちにギガスクールでパソコン１台ずつ配置され
て、家でも学校でもインターネットを使ったＩＣＴの
教育を実現することもありまして、各エリアに光を引
くのを今年度かけて行うことになっております。
今まさに牧場・酪農家さんが光を非常に求めています。
どんなことに使うかというと、カメラで牛が出産して
いるところを監視していて、今まで、ずぅっと牛舎で
見ていなければいけなかったものを自宅で監視しなが
ら、生まれそうになったら行くとなっているそうです。
また、ＡＩなどを使って牛の背中の画像を撮って解析
して病気かどうかを調べる実験をこれから始めようと
しております。本当にこれは大きなプロジェクトで、
釧路・根室エリア・8自治体で今年度いっぱいかけて
光化していきますので、この光が受付できるようにな
りましたら、しっかりとそれを活用して釧路の産業に
貢献できるように頑張っていきたいと思います。
４年目を迎えましたが、できる事なら「5年目」と言っ
てもらえるのを期待して今年１年頑張ってきたいと思
います。よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。



 

日本生命保険相互会社道東支社支社長
　　　　　　　　　　　　　　廣部　雅資君

　はい、「土になり
たい」と思っていま
す。「風」の日本生命、
廣部です。今日はよ
ろしくお願いいたし
ます。
会長から「釧路の良

いところ、悪いところを率直な外からの目という形で
教えてください」というお話をいただきましたので、
少しメモをしてきましたのでお話させていただければ
と思います。
まず良い点なのですが、最近は少し暑いですが、何と
いってもこの気候、夏の温度はどこにも代えがたいも
のがあると思います。猛暑とは思えない所だと思うの
です。東京の方でいうと軽井沢が避暑地で有名ですが、
あそこの夏の平均気温は大体 20.6 度くらい、釧路の
７月は統計によると 16.1 度で釧路の方が涼しいです。
８月も３度ほど違うことで考えると、これは日本の宝
だと思っております。関西人からすると、この涼しさ
は本当に天国だと思います。そういった素晴らしい所
だと再認識しております。
２つ目でいうと、やっぱり食べ物が美味しいと思いま
す。特に魚介類でいうと、私は前任地が札幌でしたけ
ど、札幌から比べても釧路の魚は本当に日本一だと思
います。素晴らしいと思っております。
３つ目はやっぱり自然が豊かだと思います。これも当
然だと思うのですが、四季折々を体感できるのです。
先日は私の家族が大学４年、１年の娘と妻が初めてこ
の釧路の地にやってまいりました。車でサーっと動い
ていると鶴が出てきて、そしてキツネが道路に出てき
まして、ちょっとスピードを緩めるとキツネが私の車
を追いかけて来たのですね。それだけで家族が大喜び
ということです。それから冬になると鷲、少し離れる
と熊なんかも見られ、本当に自然の宝庫です。自然の
宝庫という意味では何事にも代えがたい所と思いま
す。
ここからプライベートになりますけど、このこと池田
さんがなぜ言わなかったのかなと思いましたが、ゴル
フ場がやはり近い・安い・お手軽。関東・関西でいう
と、ゴルフをするのは一仕事、一日を全部使ってしま
います。フォーマルの格好をして正装しながら行って、
あっちで着替えて、そして１日使って、渋滞に巻き込
まれて帰るのが定説なのですが、釧路のゴルフは本当
に近くて、ゴルフ場も素晴らしいです。ゴルフをする
恰好をして行って、そのまま帰ってくる。これだけ素
晴らしい所はホントにない、素晴らしいなと思ってい
ます。値段も安いので本当に何回も何回も回れるなと。
ゴルフ好きの方には天国だと思っています。

もうひとつ、私の趣味のひとつでたまに釣りをします
が、海が近い。日本でいろんな海に近い所があります
が、岸壁まで車で行って車から釣りができるという所
は、多分ここだけかなと思います。釣りをしてもカレ
イとか簡単に釣れるのですね。本州でカレイはなかな
か釣ることできないです。船に乗って釣りをしますと、
ホッケ、タラの大きいのが釣れます。先日はブリを狙
いに行ってきましたが残念ながら釣れませんでした。
今度はマグロを釣りに行こうと思っています。こんな
雄大な釣りができるのはやっぱり釧路・道東の地なの
かなと思っています。
あとこれも私の趣味なのですが、キャンプ場が素晴ら
しいです。キャンプができる上に近くに温泉がある。
これはなかなかないロケーションと思います。湖がた
くさんあって景観も素晴らしい所と思っています。あ
とは観光でいうと釧路湿原をはじめ国立公園も含め、
言わずもがなと思います。本当に素晴らしい立地だと
思います。
最後に先ほど池田さんも言っておりましたが、何と
いっても最初、来たときに釧路の方って怖い方が多い
のでは思っていました。けれど少しお話をさせていた
だくと本当に優しい方が多くて、相手のことを思い
やっていただける。私の会社でも本当に助け合いがで
きているのが釧路の人かなと思います。そういった意
味で、転勤族としてもすごく救われていると思います。
最後にもうひとつだけ、いいところ。これは芸能人の
演芸や歌謡ショーの組み合わせとか、ステージを作っ
たら芸能界のパイオニアと言われておりますカルーセ
ル麻紀の出身地だという、これも素晴らしいなと思っ
ております。
反対に悪い点、ここから見てどうかというところです。
これは寒いところはありますが、寒くても雪が少ない
から過ごしやすいなと感じました。あと交通の便では
やっぱり自家用車じゃないと動きづらいのがしんどい
ところかなと思っております。
あと、都会まで遠い。何が言いたいかというとデパー
トがないのですね。イオンがモールとして最高に大き
な所だと思います。皆さんに「ブランド物をどう買う
のか」と聞くと「ネットで買われている」ということ
で特に問題はないかもしれませんが、そういった
ショッピングはしづらいのかなと思います。
人口が少し減ってきているというのですが、調べます
と男性が 7万 7,000 人くらい、女性が８万 6,000 人
くらいいるのです。男性天国という意味ではいい点な
のかなと思います。ただ、私も来て驚いたのはいわゆ
る廃墟といいますか、入居されていないビルが多いと
思います。私のマンションの前も廃墟、元デパートだ
と聞いています。廃墟で、毎年壁がどんどん崩れてき
ている状況です。観光で来られた方が末広町に行かれ
ると少し驚かれる所があるかなと思います。



 

あとは、物価が思ったより安くない。もっと言えば少
し高いなと思います。一番わかりやすいのは家賃、こ
れは札幌並みだと思います。そう感じたということで
す。娯楽施設も少し少ないのかなと思います。
もう１個だけ、仕事がてらお話させていただきます。
これは北海道全体なのですが、いま日本生命でこう
いった『バースデー検診の薦め』とか、『健康クイズ』
などお配りしています。実は、北海道民の肺がん率は
全国 47都道府県で男性がワースト４位、女性はなん
とワースト１位なのです。喫煙率は男性がワースト８
位、女子はこれも全国ワースト１位。女性で１番たば
こを吸っている所が北海道です。なのに、北海道は肺

がんの検診受診率が最下位。
会長が仰っていました「地域を育む」という中では、
われわれも本業を通じて地域住民の皆さんの健康、と
いうところに向けて『バースデー検診の薦め』などを
提供しながら、地域貢献につなげて行ければと思い、
日々活動しております。
私からは以上です。ありがとうございました。

本日のニコニコ献金

■杉村　荘平君 　全道中学硬式野球大会が無事開催されました。
　　　　　　　　皆様ありがとうございました。
■泉　　　敬君　傘寿のお祝いを有難うございます。
■荒井　　剛君　週末、札幌で行われた息子の全道少年軟式大会でベスト 8になりました。
■大道　光肇君　先日の硬式野球大会、雨模様にもかかわらず無事開催出来ました。
　　　　　　　　お陰様で釧路リトルシニアが優勝出来ました。感謝です。
■佐藤　貴之君　1日に開催された「全道中学親善硬式野球大会」で見事釧路リトルシニアが
　　　　　　　　優勝しました。ありがとうございます。
■東堂　光春君　私の娘が今回 JFA 全日本女子サッカーアンダー 15に選ばれました。
　　　　　　　　北海道から 1人ということで頑張ってまいります。

今年度累計　　67,000 円　　


