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釧路ロータリークラブ会報

第 17 回例会
（通算 3644回）

第85代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

会長スローガン『我がロータリーを楽しむ。我が地域を育む。』

杉村 荘平
浅川 正紳
市橋 夛佳丞
クラブ会報雑誌委員会

例会日 毎週木曜日 12:30 〜 13:30 夜間例会 18:00
例会場 釧路センチュリーキャッスルホテル
事務局 釧路市錦町 5-3 三ッ輪ビル 2F
0154-24-0860
0154-24-0411

月間テーマ

疾病予防と治療月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

年末クリスマス家族会（担当：親睦活動委員会）

次週例会

情報集会報告会

■ロータリーソング：四つのテスト
■会員数

2021-2022 年度
国際ロータリーテーマ

2021-2022 年度

ＲＩ会長 シェカール・メータ

第 2500 地区ガバナー

漆崎

隆（釧路ベイ RC）

（担当：クラブ研修委員会）

■ソングリーダー：浅野 清貴君

103 名

■ビジター なし
■ゲスト

会長の時間

杉村

荘平会長

改めまして、皆さんこんば

んは。本日はメンバーをはじ

を開けたことを本当に喜んでおります。改めて皆さん

のおかげだと思っております。ありがとうございます。
本日は、駄弁は無用でございます。皆さんが揃った

め、ご家族の皆さま、そして

中で、家族に改めて感謝をしていただきながら大いに

ターアクトクラブの皆さま、

の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

いまご紹介をしましたイン

ローターアクトクラブの皆さ

楽しんで行きたいと思っております。親睦活動委員会
それでは、限られた時間でございますが、大いに楽

ま、多数ご出席いただきまし

しんでください。メリークリスマス。

して瀧波委員長をはじめとす

司会

本当に一生懸命今日の設えを

ニーのご紹介を杉村会長よりお願いいたします。

てありがとうございます。そ
る親睦活動委員会の皆さま、
していただきました。ありがとうございます。この場

先日行われた年次総会で選出されました会長ノミ

をお借りしてお礼を申し上げます。

会長ノミニー紹介 杉村 荘平会長

年の『家族例会』が終わった直後からコロナが再度猛

皆さまの満場一致をもちまして選ばれました会長ノミ

ます。僕の年度の当初には、ワクチンも行き届いて大

度の会長をご紹介したいと思います。

思い起こせば、ちょうど昨年の今ごろの１年前、昨

威を振るい始めて、長期の休会へ入ったわけでござい
体が治まっているだろうと安心をしていたところ、ま
さかの９月の再度緊急事態宣言、そしてまた休会とな
り 10 カ月間、夜例会を開催することができない状態
が続いておりました。

夜例会には、昼例会と違いまして親睦を大きく深める
効果がありますので、やっとこの 10 月に夜例会を再

開できたこと。そして何より今日、このように盛大に
皆さんにご出席いただきまして『クリスマス家族会』

過日、12 月２日に『年次総会』が行われまして、

ニー、これがまた分かりづらいのですが、次の次の年
品行方正、人柄も良く、素晴らしい人物でございます
が、何せ挨拶に初々しさが足りないのです。いつも落
ち着いているものですから僕が困ってしまいますが、
後藤公貴君です。

よろしくお願いします。
会長ノミニー挨拶 後藤 公貴会長ノミニー

皆さま、こんばんは。柄にもなく妻が参加をさせて





いただいているものですから、妻の前で偉そうに喋る

い申し上げます。ありがとうございました。

んが、少しだけお時

次年度理事者紹介 滝越 康雄会長エレクト

思います。

者、ロータリー用

よりご紹介がありま

エレクトから

ことは大変緊張をして支離滅裂な話になるかもしれま
間をお借りしたいと
ただいま杉村会長

したとおり、先週開
催されました年次総

会におきまして、次の次の年度の会長ということで、
皆さまのご承認をいただきました後藤公貴でございま
す。ご存じの方も多いかもしれませんが、私は末広歓
楽街で炉端焼きのお店と居酒屋、どちらも小さなお店
ですけれども２軒ほど経営をさせていただいておりま
す。いま、申し上げましたとおり、小さなお店でござ
いますから私も毎日一人工としてお店に立たせていた
だいて、従業員とともに汗を流させていただいている
毎日であります。

今日、妻と２人でこのような席にお邪魔をするとなか

次年度会長予定

語で言えば、会長
2022−2023 年度
理事者の紹介をさ

せていただきます。

恐縮ですが、お名前を呼ばれた方は一緒にご登壇くだ
さい。読み上げます。

副会長理事・清水輝彦君、清水先生はアクシデントが
あって出席予定でしたがご欠席でございます。
幹事理事・中島徳政君

続きまして、
ＳＡＡ理事・脇弘幸君
続きまして、会計理事・白幡博君

続きまして、クラブ運営委員長理事・佐藤貴之君

同じくクラブ広報・

なか従業員が大変な思いをしているわけであります。

会員組織委員長理

出てくる前にお店に行って「よろしく頼むね。ちょっ

事・及川雅順君

と忙しい思いをさせるね」と話したところ、
「いやいや、

続きまして奉仕プ

ゆっくり楽しんできてください。ロータリー、頑張っ

ロジェクト委員長

てください」と送り出してもらいました。本当に嬉し
かったです。

理事・吉田英一君
四大委員長の最後

いつも思うのですが、私自身のいろいろな役職や仕事

です。ロータリー財団奨学推進委員長理事・米本富夫

しかないと思っています。少し時間が経つと忘れがち

会長ノミニー・来年度会長エレクト理事・後藤公貴君

などを受ける時に、従業員、そして妻には感謝の言葉
になるのですけれども、こうして改めてこのような思
いを思い出させていただきましたことも、こうして

ロータリーの皆さまにご了解をいただいて重責を任せ
ていただける機会があったればこそと思っておりま
す。

この感謝の気持ちを忘れずにこのまま頑張ってまいり
たいと思っております。

最後になりますけれども、10 年前にこのクラブの

門を叩かせていただき皆さまの末席のお仲間に入れさ
せていただいて、こうしてこの場に立たせていただけ
るような機会を与えていただいたこと、これは私の成
長にとって本当にかけがいのないものになると思って
います。

新しい私のロータリーライフが始まる大切な１日だと
私の中で位置付けて、これから１年半、自分の当該年
度が来るその日までしっかりと努力を重ねてまいりた
いと思っておりますし、目一杯ロータリーを楽しみた
いとも思っております。従業員や妻にも「ロータリー
に入って良かったね」と言われるような男に育ってま

君そして、直前会長として理事・杉村荘平君

そして、会長職を務めます私、滝越です。よろしくお
願いいたします。

以上 11 名で、しっかりとやっていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

続きまして、理事会にいろいろとお手伝いをいただく
役職の方々をご紹介いたします。

呼ばれた方はその場でご起立ください。
会計監査・甲賀伸彦君
副ＳＡＡ・浅川正紳君
副幹事・篠原実君、
副幹事・濱口憲太君

以上のメンバーでございます。

私も在籍は長いですけれどあまり主催者の立場で体験
したことがないものですから失敗も多いと思います
が、何卒大目に見ていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。以上です。
（点鐘）

いりたいと思っております。

今後とも引き続きよろしくお願いを申し上げまして私
のご挨拶とさせていただきます。ぜひ、よろしくお願





■

本日のプログラム ■

年末クリスマス家族会
親睦活動委員会

瀧波 大亮委員長

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。それでは早速、開会宣言をクラブ運営委
員会・中島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

中島 徳政委員長

ご指名をいただきましたクラブ運営委員長をさせて

いただいております中島です。

本日は、釧路ロータリークラブの『クリスマス家族例

たら企業等も「出てはいけない」と随分ご指導があり
ましたけれど、今日はこのように立派なクリスマス家
族会ができ嬉しいと思っています。また今日一生懸命
努力をされた親睦活動委員会の皆さま、本当にご苦労
様でした。

そのようなわけで、12 月のクリスマス、そして今日

のクリスマスと、クリスマスを２度楽しめると思いま
す。

そろそろ乾杯に移りたいと思います。

ご唱和を「メリークリスマス」でお願いいたします。
“メリークリスマス”

会』に皆さんお集まりいただきましてありがとうござ

ありがとうございました。

本年度杉村会長のテーマは、そちらに書かれてありま

親睦活動委員会 芦名 健一君

でございます。ぜひ本日は会員のみならず、ご家族の

これよりお食事の時間といたします。ごゆっくりお過

族例会を楽しんでいただければと思います。

また、申し遅れましたが、本日の司会は親睦活動委員

います。

すとおり
『我がロ−タリーを楽しむ。我が地域を育む。
』
皆さま、それからご来賓の皆さまで、このクラブの家
本日は、よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会

芦名 健一君

それでは、早速でございますが、乾杯を行います。

乾杯のご発声を舟木直前会長、お願いいたします。

皆さまにおかれましては、ご準備をお願いいたします。

舟木直前会長、ありがとうございました。それでは、

ごしください。

の芦名が務めさせていただきます。よろしくお願いい
たします。

暫しご歓談ください。
（食事・歓談中）
親睦活動委員会 芦名 健一君

乾杯挨拶

舟木

博直前会長

皆さん、こんばん

は。久しぶりです。
久しぶりに顔を見て
昨年を思い出しまし
た。昨年の今ごろは
一生懸命楽しんで、
変な寸劇を行って皆

さんに笑われて楽しかったことを思い出します。

今日の後藤君、そして滝越さん、３年前のことを急に

皆さん、ご歓談の

中に失礼いたしま

す。これより毎年恒
例となっております
理事者の皆さまによ
る余興をご披露いた
だきます。

本年度の理事者チーム・杉村 JAPAN による余興は、

『アートステック 陸スイミング』水面に見立てた青

い布の向こう側で繰

思い出しました。すごく初々しい挨拶をしていたと

り広げられる「いい

思って。皆さんやお二人のような素晴らしい挨拶はで

歳こいたオッサンた

きませんけれど、ぼくとつな挨拶をさせていただきま

ち」のシンクロスイ

す。

ミングです。シンク

今日は、年末クリスマス会ということで、私も楽し

みにしておりました。体調があまり良くないもので皆

ロしているのか、し
ていないのか微妙な

さんとあまりお話もできませんけれど、昨年のコロナ

ところはご愛嬌。練習期間は５日間。クオリティが低

年は行うよりも終わった後、
「このあと、もし出たら

AKB48 に対抗し釧路ロータリークラブ 85 周年に

禍の中で何とかクリスマス家族会ができたことで、昨
どうしょう」と寝られませんでしたね、この性格なの
ですけれど。

いこともご容赦ください。

ちなんだ「KRC85」の登場です。

そして、今日を迎えることができて安心をして参加す
ることができ、嬉しいと思いました。昨年の場合でし

親睦活動委員会 芦名 健一君





理事者の皆さまお疲れ様でございました。
皆さん、
大変お待たせしております。これからマジッ

クショーをはじめます。遠くからだとなかなか見えな

（手に手つないで）
閉会挨拶 天方 智順パスト会長

こんばんは。杉村夫

いので、ぜひステージ前方でマジックを間近で見てく

人いいね。
「Yogibo」

ださい。

ありがとうございま

（ヤマちゃんマジックショー）

す。

楽しく過ごしてまい

りました。私は昨年・
舟木年度の『クリス

マス家族会』に出ていなかったので、私の年度から数
えて２年振りになります。やっぱり夜例会はいいです
よね。楽しい時間・美味しいお料理・お酒・気品のな
い芸。すみませんね、やっぱり会長のカラーが現れる

のが理事の芸でございます。と言っても、
私は何をやっ
親睦活動委員会

芦名 健一君

ヤマちゃんありがとうございました。最後にお楽しみ
大抽選会があります。
大抽選会

司会

親睦活動委員会

たか、覚えていらっしゃいますか。当時、2019 年ラ

グビーワールドカップで全然そろっていない『ハカ』
、
本当に懐かしく思っております。

先週は年次総会、そして今日『クリスマス家族会』と
東堂 光春君

毎年恒例の大抽選会を始めたいと思います。よろし

くお願いいたします。抽選の司会は私入会１年経ちま
した。東堂と申します。よろしくお願いいたします。
景品すごいことになっています。

いうことで、これで大体半分、あと半分です。多分、
杉村会長もそう思っていらっしゃることと思います。
今日は、みんなで楽しく杉村年度のパーティーをやっ
てまいりました。年が明けてあと６カ月あります。杉
村会長がまた楽しく噛まない挨拶をすることを皆さん
と一緒に祈念させていただいて、この場を締めたいと

（大抽選会）

思います。

僭越です。ご起立願います。奥さま、お子さま方、ご

一緒に一発で締めたいと思います。それでは入ります。
親睦活動委員会 芦名 健一君

天方君、ありがとうございました。皆さま、本日は

長時間にわたりご参加いただきまして誠にありがとう
ございました。以上をもちまして『クリスマス会』を
終了させていただきます。ありがとうございました。
親睦活動委員会

芦名 健一君

それでは、宴もたけなわではございますが、楽しい

祝宴も閉会の時間が近づいてまいりました。ここで皆
さまと手に手をつないで大きな輪を作って斉唱したい
と思います

ソングリーダーは、次年度三役の皆さまです。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

■理事者より

お久しぶりです。皆様の顔をみて、元気がでました。

協賛金。

今年度累計

279,000 円





年末クリスマス家族会スナップ













