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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

釧路ロータリークラブ重大ニュース （担当：プログラム委員会）

次週例会

新年交礼会

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：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：それでこそロータリー
■会員数

2021-2022 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：曽我部 元親君

103 名

■ビジター なし
■ゲスト

会長の時間

杉村

荘平会長

皆さん、こんにち

は。お食事の方はそ
のままお続けくださ
い。

今年最後の例会にな
ります。何とか半分
まで来られました。
皆さんのおかげをも

ちまして今日まで来られまして本当にありがとうござ
います。

まだ半分残っておりますが、脇パスト会長が言って

いた名言「１週間はあっという間に来るけども、１か
月はなかなか過ぎない」というのを毎週実感しながら
こうやって例会に立たせていただいております。何と
かあと半分、緊張感を持ちながら、会長職を楽しんで
務めていきたいと思っております。改めてよろしくお
願いします。

さて、今日は『重大ニュース』という例会です。今

年の釧路地域の大きいニュースということであれば、
明るい話題で締めたいところでございますが、やはり
日本製紙撤退というのが釧路地域にとって一番大きな
ニュースだったなと思っております。

先日、12 月の頭に札幌に定期的にあいさつ回りに行

くわけなのですが、釧路への進出の計画がないかどう
かということで、札幌に支店がある大手の不動産会社

さんやゼネコンさんに行って、ご挨拶回りして来るわ

けですが、行く先々で最初から「釧路さん大変ですね」

「釧路さん本当に大丈夫ですか」とさんざん言われて

いまして、
10 件くらい回るのですが、
最後の方では「申
し訳ないですが、釧路から来たのですがいいですか」

の感じで回っておりました。とにかく一番思ったのは、
数字的にというよりも、釧路地域自体への印象が悪く
なっているのが本当に心配になって帰ってまいりまし
た。

釧路と同じような状況である室蘭市は、1970 年の人
口 16 万 2,000 人が 50 年後の現在で約８万人、半分

になっています。釧路のピークが 1980 年で約 23 万

人、ちょうど 10 年後で 50 年というところです。
「悲

観は気分に属し、楽観は意思に属する」という言葉が
あります。そういうことで前向きに考えたいところで

ございますが、やっぱり見て見ないふりをするよりも、
しっかり問題を直視して具体的に具体策を立てていく
ことが大切だと思います。

そう考え、思い起すと 20 年前になりますが、2001

年に青年会議所に入っておりました。実は 2001 年と
いうのは釧路町との合併運動に燃えていた時期でし

て、私もＪＣの中で「合併、合併」とうるさくて「杉
村合併」なんて言われていました。夜は自宅訪問で署
名活動、昼はイオンの玄関で署名活動やっていた思い
出があります。

当時、その僕らの上に立っていたのが、その当時のＹ





ＥＧの先輩たちでして、良く働かされました。本当に

続きまして、１月６日に新年交礼会が行われます。返

ておりました。結果、その先輩たちの背中を追いかけ

ていない方がいらっしゃいましたら、私か親睦委員の

格好よく仰ぎ見て、頼もしい先輩たちだなと思って見
てこのロータリークラブに入って、当時は口もきけな
かったような先輩たちとお酒を飲める間柄になって、
そういうご縁をいただいているわけでございます。

何を言いたいかというと、この街の活力はこういう循
環で成り立っているのではないかと思った次第です。
ロータリークラブも地域に関わる比率をもう少し増や
していって、この循環に入っていくことが、結局は、
ロータリーは増強・拡大をやっていますが、そういう
活動が遠回りのようで実は一番近道ではないかなと
思っております。

県庁所在地にあるような大きいロータリークラブとわ
れわれみたいな地方、街の心配がなくていいロータ

信の期日が昨日までなっております。まだ返信をされ
瀧波委員長までご一報をいただければと思います。ま
た、新年交礼会、例年のことですが、１万円の登録料
を皆さま方から頂戴いたします。その都合上、キャン
セルの方がおりましたら２日前までにご連絡いただか
ないと登録料がかかってしまいますので、ご承知おき
をいただければと思います。

最後になります。このキャッスルホテルさんの Wi-Fi

システムが変更になったことでパスワード等が変わり
ました。ということで、ホワイトボードにＩＤとパス
ワード記載させていただいております。後ほど、ご覧
いただければと思います。私からは以上となります。

リークラブと街の心配をしなければならないロータ

歳末助け合い募金の贈呈

あって然るべきと思った次第でございます。

日本放送協会釧路放送局 小野正晴局長

少し意識しながら来年以降、良い街・地域になるよう

らご厚意をいただきましてありがとうございます。私

います。

いて、困っている方々に役に立つようにしっかりやっ

リークラブ、これは自ずと取り組み方、活動に違いが
ということで、我々も街とロータリーの関わりをもう
にしっかりと活動して行きたいなと思った次第でござ
最後の例会になりますが、来年１月６日、皆さんと元
気な顔でもう一度再会できること祈願いたしまして、
今日の会長挨拶とさせていただきます。また、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

小野でございます。毎年毎年、ロータリークラブか

たちお預けする立場なのですが、お届けさせていただ
ていきたいと思います。毎年、ありがとうございます。
北海道新聞社釧路支社 竹村康治支社長

皆さま、毎年ご寄付いただきまして本当にありがと

うございます。このご寄付を北海道新聞社社会福祉基
皆さま、こんにち

は。幹事報告をさせ

金に寄託いたしまして、道内の福祉のために活用した

いと思っております。本当にありがとうございました。

ていただきます。

先日、皆さま方にご
案内をさせていただ
きました青島事務局
員の退職に伴い、事
務局職員の募集をさ

せていただきました。その中で、皆さま方のご協力を
もちまして、候補者が見つかりそうな状況となってお
りますことをご報告させていただきます。それに伴い
まして、この募集を候補者がいることで一度ストップ
させていただきます。正式な採用が確定しましたら、
皆さま方にメール等でご報告をさせていただきます。
まず、ご協力いただきましたことに心より感謝申し上
げます。ありがとうございました。

■

本日のプログラム ■

釧路ロータロークラブ 2021 重大ニュース
プログラム委員会 工藤 彦夫委員長

皆さん、こんにち

２点目です。事務局の休業期間ですが、本年 12 月

は。
「ロータリーの

ただきたいと思っております。その期間、前後でも構

ことをこの前、聞か

29 日から来年１月４日まで事務局を休業とさせてい

いませんが何かございましたら幹事の市橋までご連絡
いただければと思います。よろしくお願い申し上げま
す。

基本は挨拶」という
されましたので大き
な挨拶をいたしまし
た。





２年前にＮＴＴの池田委員長が「ロータリーの重大

らい飛んでやった日本の技術、すごいなと一番感動し

た現会長が「これ、絶対やってくれ」ということで、

次、これも同じような事件がありました。
「切りつけ」

ニュース 2019」をやって、結構面白くて、これを見
企画いたしました。こ

みなさんにアンケートたくさんいただきました。ただ、
手違いで全部が私の手元に来ておりません。大変申し
訳なく思っております。こ

今日の流れです。まず、月ごとに大きな流れを見ても

らって、ロータリーの重大ニュース、皆さんのアンケー
ト読んで最後の例会を楽しく終わりたいと思います。
よろしくお願いします。

さて、2021 年の釧路ロータリークラブ重大ニュー

ス、まずは普通編ですね。１月、
「１都３県に緊急事
態宣言が２度目です」
。今年は１年間、コロナに始ま

りという感じです。２番目に「アメリカ連邦議会議事
堂にトランプ派乱入」とういうことですごかったです
ね。アメリカでもこういうこと起きるのですね。次は

「バイデン政権誕生」ということで１月 20 日ですね。
バイデン大統領は 78 歳だそうです。

２月に「ワクチン接種始まる」
。医療従事者やお年寄

りから始まりました。２番目に「ミャンマーでクーデ
ター」
。

3 番目に「スエズ運河でコンテナ船が座礁」
、これも

今年の話です。次の写真。これって画像処理している
けれども、横に本当はエバーグリーンと書いてあるは
ずです。これエバーギブンという船ですが全長が

400 メーター、20 万トン。この運航会社が長栄海運

というところで、ご存じの方はここの会社の会長が東
北大震災の時に 10 億円寄付したという方ですね。

次、これ松山英樹。ゴルフ好きな人だったら「日本の
男子で初のマスター優勝」となります。

次お願いします。
「大坂なおみ、全仏で会見せず」
。と

いう流行りなのでしょうかね。なにかあったらＰＴＳ
Ｄだと流行りました。これ、後でも出てきますけれど
も、そのうちＰＴＳＤについて清水先生にゆっくり講
演していただきたいと思っております。

次、
「香港、リンゴ日報 26 年の歴史に幕」というこ
とで中国本土による圧力があるようです。

６月で「集団下校の小学生にトラック、５人死傷」
。

今年は子どもさんや園児が被害にあう事件があって、

皆さん記憶にあると思います。
「熱海で土石流」ですね。
これは映像なのですけれど、最近はスマホや携帯が普
及しているから、こういう流れるのを全部ビデオで見
た方いると思います。

次は、
「オリンピック、無観客」ということで始まり

ました。ついに「杉村年度」が７月から始まりました。
６月のクラブアッセンブリーでは誰か乱入もしません
でしたね。大丈夫でしたね。

「オリンピックの最後」
、これ、凄かったですね。どう
やっているのか分からなくて、ドローンが 1840 機ぐ

たのがこれです。

のいろんな人が模倣犯。この後も京王でもあったし、
そういう悲惨な事件でした。次に「タリバン、アフガ
ンを制圧」と。1975 年、ベトナム戦争が終わったと

きに『サイゴン陥落』という映像があるのです。全く
同じで、アメリカ大使館にアメリカに協力した人が逃
げて行く写真があるのです。30 年近く経ったアメリ

カも同じことを繰り返しているのが気になっておりま
した。

次、先ほど、会長から話もありましたけれど「９月末
で日本製紙釧路工場閉鎖」と。もう１つ、
「道東の赤
潮被害拡大」
、これも気になるニュースでした。

これで「また解除」が出て、10 月から初めての夜間

例会が実施されました。それで「岸田内閣発足」と、
これは僕が一番好きな「眞子様の結婚届」
。写真を左

から行きますと佳代さんの元の婚約者、名前を言えな
いものですからジャガーさんと言っているのです。な
ぜかというと、ジャガーに乗っているというのです。
荒井先生もこれからはジャガーさんと言わないとダメ
ですね。

次、11 月、
「新庄監督」ですね。すごいド派手な入場

をしていました。将棋の「藤井聡太、最年少で四冠」
、

四冠は調べてきました。８大タイトルあるそうですが、
四冠は竜王・王位・叡王・棋聖の４つを取っているそ
うです。これにランクがあって一番上が竜王らしいの
ですが、スポンサーが賞金を出すらしいのですが一番
集まる竜王がナンバーワンという話です。

次は「大谷翔平」
、皆さんのアンケートでも大谷翔平

が活躍したことで、コロナ禍で毎朝テレビ８〜９時か
らのＢＳで大谷翔平が出るのを本当に楽しみにしてい
ました。あと、
「日大の田中理事長逮捕」
。これにコメ
ントしたら２人を敵に回すので飛ばしましょう。

次に進みます。本当は 11 月までなのですが、
「ノー

ベル物理学賞」
、日本人の素晴らしさです。そして「オ
ミクロン株」
。今日もニュースになっていました。
「大

阪で市中感染が」ということです。今年もまた来年ど
うなるかという、またコロナで振り回されるのかなと

いう気がします。これが今年の一般的なニュースです。
これからは皆さまのアンケートを読んでいきたいと思
います。アンケートを出した方で「これ、まずいから
読んじゃダメ」という人、手を上げてください。大丈
夫ですね？読んじゃいますよ。

まずは篠原実さん、気になったニュースが「大谷翔平
米リーグで活躍 11 冠」
。というのが先ほど出ていま

したね。あと「日本ハム、白いカウンタックでド派手

な入場」で、あと「オミクロン株、国内で確認される」
ということです。ご自分のニュースとしては「長女が
水の教会で結婚式」
。いいですね、水の教会はトマム





ですね。トマムは氷の教会があるのですね。
「初めて

力に」
。それで、ロータリーに関してこれを書いた人

やらなかったので本当に 10 カ月我慢したという感じ

周年」
、これ忘れちゃいけないですね。２番目、
「台北

の夜例会に参加にわくわく」
。そうですね、10 カ月も
です。

次の方は北電の米倉幸泰支店長からいただいていま

す。まず、気になったニュースは「アフガニスタンか
らの米軍撤退において中ロの勢力が拡大した」
。２番

目に「コロナの死者が全世界で 500 万人」
、今日調べ
たら 530 万人が亡くなっているそうです。３番目と

して「東部太平洋沿岸の赤潮被害の拡大、影響の甚大
さ」が出ております。個人的なニュース、ロータリー
のニュースといったら「新型コロナウイルスによる緊
急事態宣言が繰り返され、公私に亘り活動に制約」
。

そうです、皆さんもそうだったと思います。２番目に
は「杉村会長以下、新メンバーによる体制始動」とい
いこと書いてあります。

次は日銀の二宮拓人支店長です。個人的では、ここを

食いついたのかということ書いてあります。
「OSO（オ
ソ）18」を知っていますか。ヒグマの被害というこ

とで、
「牛を食べる熊がいることに素直にビックリし
ました」
。北海道の人間は、小さいころからこんな

ニュース見て「よけ方」や「死んだふりをすれ」
「背

中向けるな」とか、
いろんなこと教わるのであまりびっ

くりもしない。
「57 頭くらいの牛を３年間で襲った」
。
熊は足が速い、100ｍを７秒で走るので人間は逃げて

も絶対追いかけられる。背中を向けたら駄目なのです。
昨日も映像でやっていましたが、札幌の東区などでは
全部背中から襲われていて、
「背中を向けない。逆に

目と目を合わせる」と教わりました。ここに食い付い
たのはすごいですね。２番目は「時々、新聞に掲載さ
れる日銀支店長の活動が掲載」
。すごいですね。３番

目が「日本銀行釧路支店の建物に関する議論が話題に

は１人だけでした。
「釧路ロータリークラブ創立 85

中央ロータリーとの姉妹クラブ締結延長」
、これも忘

れちゃいけない。３番目は「ブランディングカリスマ
村尾隆介さんの講演」で、ひがし北海道ブランディン
グ協会。なかなかいい講演でした。

続きまして廣部雅資さんの気になるニュースは、
「コ

ロナ感染」
「釧路は赤潮被害・人口減少」と書いてあ

ります。ご自分のニュースとしては
「長女の就職内定」
、
いいですね。
「次女は母校に入学。関西学院大学です」
、
関西学院大学に入学したということで本人も関西学院

大学なのでしょうね。
「新しい家族、
タイニープードル・
マロンちゃん仲間入り」
。

次は後藤公孝君。気になったニュースは「新型コロナ

感染者が 11 月に減少して収束に向かう」
。２番目は
「日
本製紙釧路工場の閉鎖」
。３番目「道東中心とした太
平洋沿岸で赤潮」
。これやっぱり気になるところです
ね。個人的なニュース、
「おそよ 10 カ月ぶりの夜間

例会開催」
、皆さんそう思っていますね。２番目が「妻
と初めて長期国内旅行」
、行ってきましたか、良かっ

たですね。楽しかったですか。３番目「タバコを止め、
一時 10kg 太った」ということ。

これは土橋賢一君の殴り書きですね。１番、
「長引く
コロナ」
。２番、
「小室圭さん・真子さん」
。個人的な

ニュースとしては「孫の成長」
。思いますが、去年、

舟木さんが出られなくて土橋さんが会長の代わりに挨
拶をして、挨拶がだんだんうまくなってくるのです。

だから、
「おれの成長」と書いてほしかったですね。昔、
ピンクのバイクに乗っていたと思えない、本当に。人
間は成長するものです。

西村智久さんからです。
「大谷翔平、二刀流でＭＶＰ」
、

なった」ということです。個人的なロータリーに関し

「日本製紙釧路工場 100 年の歴史に幕」
、
「無観客開催、

い釧路に赴任したこと」
。２番目に「妻子を放置し、

しては「ロータリーの活動を再開へ」ということ。２

ては、
「蒸し風呂のような東京からクーラーのいらな

22 年ぶりの単身赴任生活を開始」
。字が嬉しそうです
ね。
「ひがし北海道、空の青さと夕日の美しさに心を

奪われる」という。きっと３年なので、転勤の方々は
釧路を楽しんでいただきたいと思います。

次は小西卓哉さんからいただいています。
「私自身が
釧路ロータリーに入会させていただくこと」
。謙虚な
方ですね。

次は森村好幸支店長です。気になったニュースは「大
谷翔平の活躍」
、２番目は「赤潮被害」
、次に「みずほ
のシステム障害」
。

次は、木下正明さん。長崎ではセクハラで訴えられる
行事も木下さん、大丈夫ですね。気になったニュース

「大谷翔平選手のメジャーリーグＭＶＰ」
、いいですね。
２番目「東京オリンピック開催」
、３番目「香港のアッ
プルデイリー、リンゴ日報が廃刊になった、中国の圧

東京オリンピック」と３つあります。ロータリーに関
番目「あの時の尾身茂先生が・・・」
。そうですね、

尾身茂先生を地区大会に呼んで、吉田潤司さんの娘さ
んのお知り合いということです。娘さんがハーバード
卒。
Ｔシャツにハーバードって書いてある人を見たこ
とあるけれど、ハーバード卒は僕初めて見ました。

はい、荒井剛先生です。ごめんなさい、ジャガーさん
からいただいております。ジャガーさんのすごいです
ね、
「赤潮と軽石」
。小説みたいな題名が飛び込んでき

ましたね。戦争と平和とかね、すごい。荒井先生は仕
事柄、罪と罰です。赤潮と軽石。２番目、
「日本ハム

の新監督に新庄が就任した」
。３番目、
「東京オリンピッ
ク」
。ロータリーに関しては１番目、
「ロータリー幹事
から解放」
、どれだけいやだったのさ。２番目は「息

子の野球チーム、全道大会ベスト８入り、息子が釧路
選抜に選出された」いいですね。３番目、
「両親が釧





路に完全に移住」
。これ、嬉しいニュースですか、はい、

ことで、人の顔はこんなに腫れるというのを実感させ

次に行きましょう。吉田潤司パストガバナーからいだ

その後、木曜日の午前中には退院をして、会社には出

嬉しい。奥さんは嬉しくないと思いますけど。

だいています。気になったニュースは「７分区のベテ
ラン会員、相次いで逝去する。釧路クラブの五明正吉
会員、北クラブの中島会員、ベイクラブの成田会員、
残念です」と書いてあります。あと、
「保育園バスに

園児が取り残され熱中症で亡くなった。この苦しさを
想像すると耐えられない」
。初めて人間味のあること

を聞きました。次は「総選挙の件」
、
これは駄目ですね。
ロータリーは政治的な発言は禁止していますので割愛
します。個人的な意見、
「大腸ポリープ除去、１日入

院した。ひどく暇だった、健康第一を痛感した」と。
いいですね。２番目、家族の話で「孫が４人になった
と同時に家の金魚に 60 匹前後の子どもが生まれた。
子どもだらけ」
、おぉ、すごいですね。ロータリーに

関しては、杉村会長、よく聞いていてくださいね。
「ク
ラブ会員が 100 人の壁を突破したこと」
。20 年前

115 名の前後からあって、これを超えようと言われ

ていますよ。64 匹の孫がいる人からのお便りです。

最後、杉村会長なのですが、さっき言ったけど自分で
話しますか。いいですか。気になったニュースは、１

「コロナ」
、
２「オリンピック」
、
３「アメリカ大統領選」
。
アメリカ大統領選挙は去年です。はい。ロータリーに
関しては「会長年度突入」
、
「娘、就職」
、良かったで

すね。
「夜の例会再開」
、そうですね 10 月にやりまし
たものね。

皆さん、本当にたくさんのアンケートありがとうござ
いました。再度言いますけど、お手元に小野正晴さん
からもいただいているし、市橋夛佳丞さんからもいた
だいている、いろいろまだあったかと思います。私の
手元に来なかったことをお詫び申しあげます。

最後に 10 分が余ったので、これからは陰となり足と

ていただいた３日間でした。

社せずに例会場に直行するという幹事の鏡をしっかり
体現したことをお伝えしたいと思います。

２つ目ですが、私、普段からジム通いをアクアトピア
でしておりました。昨年１年間はコロナの感染の絡み
で一切行くことができませんでした。私は普段から暴
飲暴食をやる癖がありまして、年間をとおして体重が
増えたり減ったりする体質なのですが、昨年の 12 月
ぐらいに体重計に乗ったところ約 90kg にいきまし

て、人生で多分１位・２位を争うような体重になりま
した。

そのころから次年度の幹事を受けておりましたので、
幹事の職務等が活発化して会社で資料をこしらえてい
ると、体を動かしたくなってくる杉村会長の無言のプ
レッシャーがストレスではないかと思いますけれど、
これは体を動かさなければ駄目だなということで、今
も通わせていただいております。12kg ほど瘦せるこ
とができました。だいたい月に１kg ほど落とすこと

ができて、これは杉村会長の暖かなストレスを与えて
いただいたおかげで、心身共にリフレッシュできてい
ると思っております。

３つ目ですが、これは本当にどうでもいい話なのです
が、私の名前は市橋夛佳丞ですが、名前の方は夛佳丞
で、皆さまに覚えていただきやすい名前なのですが、
初めて私、たかじょうさんという名字の方とお会いす

ることができました。本当に会ったことがなくて、
「僕
の名前は夛佳丞というのです。あなたの名字はたか

じょうと言うのですね。その後・・・」となって終わっ
たというくだらないお話でした。これで私の３つのス
ピーチになります。どうもありがとうございました。

なり手となり、杉村会長の影を踏まずに前を歩いた市

浅川 正紳副会長

めに５分くらい話して、そのあと副会長も話してもら

訳ございません。確か工藤さんからは「副会長は絶対

まま終わってください。どうもありがとうございまし

ていたのですが、まさかの無茶振りでお話させていた

橋幹事が、自分で送ったという証拠を見せてもらうた
おうかな。そういうことで僕は司会を降ります。その
た。

皆さんこんにちは。少し風邪気味で、変な声で申し

喋るものじゃない、
人前に出るものじゃない」と教わっ
だきます。重大ニュースがお手元に届いていないとい
うことですね。また私のお手元にあったかもしれませ

市橋夛佳丞幹事

んね。申し訳ございません。

ただきましたので、私の中での今年の重大ニュースを

ニュースとか、先ほどいろんな方のお話とまったく同

皆さま、こんにちは。工藤委員長にお話を振ってい

皆さまに披露させていただければと思っております。
１つ目ですが、先日の話で、生まれて２度目の入院を
して、
「親知らず」を３本ほど抜いてまいりました。

一度目の入院は 20 歳ごろに盲腸で、この盲腸も開い

た所から化膿して１カ月ほど入院したという経歴の持
ち主なのです。今回は３泊４日でしっかり抜かせてい
ただいて、その代わり顔が倍ぐらい腫れていたという

冗談はさておき、重大ニュースと言っても世界の

じでして、個人的な重大ニュースは、やはり７月から
今年度三役でやらせていただきまして、コロナの関係
で夜例会ができない時に、７月の始まる前からの打ち
合わせの中で半年近く「夜例会はどうしようか」を毎
回のように会長・幹事と話していると思います。

そういう時に杉村会長は、
「もうそろそろいいのでは」
と言うのですが、私が「まだじゃない」と言うので、





間に入った市橋幹事がいつも汗拭きながら「どっちに

ようになったんだと思いながら見ていました。

テルさんのご協力をいただいてパーテーションを置い

たので、
「ちょっと、スターバックス寄っていこう」

寄ったらいいのかな」という顔をしながら、何とかホ
たり、１テーブルに今は６名ですが、最近まで４名で、
いつになったら５名にと話しながら 10 月に初めて行

いました。その時の杉村会長の嬉しそうな顔を見て、
何とかお手伝いできて良かったなと。最近も「７名で
行けるのではない」とか、
「そろそろパーテーション

いらないのでは」と話していますが、まだ「１月はも
う少しこのままで」という話です。早くこのパーテー
ションがなくなって、マスクをしてもいいですから横
の人と楽しくお話しできる例会をできればいいなと
思っております。

きれいごとばかり言ってもあれなので、私の重大

ニュースって思い出すまでもなかったのですが、うち
の父親を知らない方もいると思いますが、元ロータリ
アンで今年 85 歳なのです。当クラブが昭和 11 年 11
月 23 日、父親がその少し前の 11 月９日で、ここの
周年と一緒だなと年を覚えているのです。

先週、
突然「冬になって雪が降ったら靴を買いたい」と。
父親は免許返上しておりますので足がないから、遠回
しに「行け」と言っているのだなと思い、イオンに買
いに行きました。

その後、釧路町のイオンにスターバックスがありまし
と言われました。思えば 2 人で喫茶店に入ってお茶

を飲むのは 20 数年ぶりだったような。私の父親が社

長で元気な時もあまり２人で動くこともなかったので
す。

その時も、父親に「先に席に座っていて、買って行く
から」と、システムがよく分からないのですが、後ろ
から見るとどうしてもお爺ちゃんの背中なのです。で
も、父親があとからうちの母親に言っていたのは「本
当に今日楽しかった」と。息子とコーヒーを飲んだだ
けのはずですが、そう聞いて、もう少し親子の会話を
持たなきゃいけないなと反省をしながらも、そうは

いっても顔を見るとなかなか素直に言えないので、多
分、ここのこの言葉がホームページに載ったのを見て

「お前、
そんなこと言ったのか」と言われると思います。
これからも父親のそばを歩いて行きたいなと思うの

が、ニュースというよりも当たり前のことなのですが、
いまさら思った話をさせていただきました。

大体、時間ですね。これからもどうぞよろしくお願い
いたします。

昔ですと、父親の後ろを私が背中を見ながら歩いて行
くのが親子かなと思っていたのです。年齢も重ねてい
るので足元もおぼつかなく遅くて、私がそれに合わせ
て歩かなきゃと思いながら、私もそういう歳だなと思
いながら歩いて、そんな高い物ではなく、とにかく滑
らないようにだけを考えて買って、そういう靴を履く

本日のニコニコ献金
■工藤
■木下

彦夫君
正明君

12 月で創業 110 年になりました。釧路に皆様に感謝申し上げます。

ニュージーランドで孫がうまれました、当分会えません。

今年度累計

389,000 円





