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新年交礼会
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上期を振り返って

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）
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■ロータリーソング：君が代・奉仕の理想
■会員数

2021-2022 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：米本 富夫君

104 名

■ビジター なし
■ゲスト

会長の時間

杉村

荘平会長

また、今日の中村君の入会を入れて増強が８名となっ
ておりますので、何とかあと２名頑張って 10 名の増

強をして終わりたいと思っておりますが、これも皆さ
んのおかげだと思っております。本当にありがとうご
ざいます。

まだまだ半分でございますけれども、残り半分気を緩
めることなくゴールを目指して何とか頑張って行きた
いと思っております。

さて、
『新年交礼会』ということで、皆さん、初夢

はどのような夢をご覧になったでしょうか。お正月と
いうことで、今日は初夢に関するお話をして終わりた
皆さん、明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いいたします。多数のご出席をいただき
まして本当にありがとうございます。

コロナがまた何か流行ってきている形はあります

が、このように大勢の皆さんの顔を見て新年を迎えら
れましたことを本当に嬉しく思います。

い起こせば、昨年の７月からしばらく「夜例会も開催
していない」
、
「アッセンブリーも延期」という状態か

らスタートをさせていただきましたけれども、あれか
ら何とか『夜例会』を再開したり、
『情報集会』をし

たり、昨年の暮れに『クリスマス家族例会』もできて、
そして何とかこのように本日『新年交礼会』を迎えら
れまして、本当に嬉しく思っております。ありがとう
ございます。

いと思います。

初夢で見た方が「縁起が良い」と言われている、これ
は皆さんご存じかもしれませんが『一富士・二鷹・三
茄子』
、この由来を皆さんご存じでしょうか。諸説あ

るようですけれども、これも江戸時代からあるようで、
１つは徳川家康が駿河、いまの静岡県出身ということ
で「駿河の名物を並べた」という説があるようです。
日本の象徴である富士山と、そこを飛んでいる鷹、そ
して家康が好きだったと言われている初物の茄子、こ
れで一富士・二鷹・三茄子と言われている説です。も
う１つは、富士山を語呂で合わせているという説。富
士山が無事にという『無事』
、鷹が高く飛ぶという縁
起が良い『高く飛ぶ』
。茄子は『事を成す』というこ

とで縁起が良い語呂合わせの説もあると聞いておりま
す。





ここでもうひとつ、ご質問ですが、その一・二・三の
次に四・五・六があることをご存じでしょうか。大し
たことではありませんが、四扇・五煙草・六座頭とい

新入会員紹介
新入会員紹介 スポンサー 西村 智久君

皆さん、明けまし

うものが四・五・六で続くことがあります。四扇の扇

ておめでとうござい

が良い」
。五煙草が煙草の煙がずっと上りますので「運

い日にご入会をなさ

は扇です。扇は形から「末広がりで、子孫繁栄で縁起

ます。このおめでた

気が上昇する」という五煙草。六座頭は、いわゆる座

います中村司君の紹

頭市の座頭です。他意はございませんが、毛が無いと
いうことで「怪我がない」で、四扇・五煙草・六座頭
が続くという説がございました。

下期もこれに見習って、われわれも何とか運気が上昇
するような縁起の良い１年にしていきたいと思ってお

介をさせていただき
ます。かねてより杉

村会長がお誘い申し上げまして、口説き落として今日
の運びとなったと聞いております。

私は、司君とは挨拶はするのですが酒を飲み交わし

ります。例会を充実させることはもちろんのこと、下

たことはないし、ほとんど知らないわけです。しかし、

昨年できなかった「野遊会」なども何とかやらせてい

らっしゃいました。またその後、今はウチと同じよう

期には「メイクアップ事業」
、それから「研修事業」
、
ただき、終了をしていきたいと思っております。

改めまして、メンバーの皆さま一同の今年１年のご健
勝とご家族や各企業の皆さまのご発展を祈念いたしま
して今年はじめの会長挨拶に代えさせていただきま
す。本年もよろしくお願いいたします。
幹事報告

市橋

多佳丞幹事

皆さま、明けましておめでとうございます。私から

幹事報告をさせていただきます。お手元の例会案内を
ご覧ください。

本日１月のロータリーレート 115 円となっておりま

す。それに伴いまして下期の会費請求ですけれども、
１月１日よりのロータリーレートは 115 円にて算出

のうえ、皆さまへ請求をさせていただきます。速やか
なご納入に協力をお願いいたします。

続きまして、先ほど紹介の大山事務局員の勤務時間

の件を皆さまにご報告させていただきます。火曜日か
ら金曜日までの勤務で、月曜日はお休みとさせていた
だきます。今までの勤務体系ですと火曜日がお休みで
したが、今後は月曜日が事務局のお休みとご承知おき
をお願いいたします。基本的に 10 時より３時までの

勤務時間とさせていただきます。表にしておりますの
で、後ほどホワイトボードに掲示をさせていただきま
す。ご確認をお願い申し上げます。

最後にもう一点ですが、釧路北ロータリークラブで

は職業奉仕に関する講演会で、2750 地区のパストガ

バナー新藤信之様をお招きして職業奉仕に関する講演
会が１月 12 日に開催されます。来週の開催というこ

とで急なご案内となってしまい申し訳ございません。
こちらも掲示板に貼らせていただきますので、本例会
終了後までご確認をいただき、ご出席をいただける方
は私までご連絡をと思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

中村君のお父さんが数年ウチの会社に営業としてい

な中村君の会社・東輪運輸工業という港湾土木の会社
を興して一緒に仕事をした仲ということで、私もスポ
ンサーの一員として杉村会長から指名をされ、いまに
至っています。

会社は東輪運輸工業といいまして、鳥取北の仁々志

別川沿いにあります。自宅は横に建っていまして、キ
ンキラキンと光っている家ですので成金趣味だなと僕
は思っていました。羨ましいと思っていました。ゴル
フはするということです。スコアはまだ 100 を切っ

ていないそうで、今後の伸びしろがたくさんあります
ので、間違いなくＮＡＹＵＴＡに参加するものと思い
ます。麻雀はしないということであります。

ご家族は、奥さん、長女・長男のお二人のお子さんが
いらっしゃいます。上のお子さんは、吉田学園医療歯
科専門学校に進学をされ、ご長男はまだ中学生という
ことで、今後まだ子育てに忙しい日々を過ごすものと
思われます。

中村君が入会をするということで、
ＪＣ青年会議所の

知り合いの方みんなが喜んでおりました。懇親会で楽
しい人らしいです。私も期待としております。

たまたま今年度青年会議所のＯＢ会がありまして、そ
ちらの会長も務めるということですので、何か魂胆が
あってロータリーに入会をしたと思いますので、シニ
アクラブのメンバーは覚悟をしてシニアクラブに参加
をしていただきたいと思います。

以上でご紹介といたします。よろしくお願いいたしま
す。

新入会員挨拶
東輪運輸工業株式会社 中村 司君

皆さま、はじめまして。只今ご紹介をいただきまし

た中村と申します。どうぞよろしくお願いします。こ
の度は、歴史と伝統あるこの釧路ロータリークラブの
入会のご承認をいただきまして誠にありがとうござい
ます。





先ほど、ご紹介に

あったようなキンキ
ラキンの家ではな

く、多分反射か何か

る大山さんがぜひやってもらえるということで手を挙
げていただけましたので、本当に助かりました。
大山葉子さんでございます。

それでは、一言、ご挨拶をお願いしたいと思います。

でそう見えたのでは

釧路ロータリー事務局員 大山 葉子さん

れども、全然そのよ

いうことで、次の後任の方が決まるまでのつなぎとい

クラブの会長も別にそのような魂胆はないものですか

７年ぐらい離れていましたので体もポンコツですし、

ないかと思いますけ
うなことはないです。あと事実と違うような、シニア
ら、たまたま偶然、会長にお会いしてのタイミングで
入会をする運びとなったものですから誤解のないよう
にしていただきたいと思います。

今後は、先輩方のご指導をいただいた中で、ロータ

また戻ってまいりました。青島さんの体調が悪いと

うことで。

頭ももっとポンコツになっていますので、どれだけお
手伝いができるか分からないのですが精一杯頑張りた
いと思います。よろしくお願いいたします。

リークラブの活動をしっかりできるよう務めてまいり

■

たいと思いますので、今後とも皆さま、どうぞよろし

本日のプログラム ■
新年交礼会

くお願いいたします。ありがとうございます。

親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長
歓迎の言葉

杉村 荘平会長

中村君、改めて入

会おめでとうござい
ます。先ほど話にあ
りましたが、青年会
議所の平成９年入会
で僕と中村君は同期
でございまして、待

皆さま明けましておめでとうございます。皆さん、

喉がカラカラだと思いますが、もう少しお時間をいた
だきまして、まずは祝宴の部、開会のご挨拶を中島委
員長よりお願いしたいと思います。お願いします。
開会挨拶
クラブ運営委員会 中島 徳政委員長

明けましておめで

ちに待った入会でございます。本当にありがとうござ

とうございます。今

いつも同じ話ですけれども、このロータリークラブ

したいと思います。

いました。

の出席は、
「義務ではなく権利だ」と言われております。
どうせ取得した権利でございますので大いに活用して
有意義に過ごしてもらえればと思います。

年もよろしくお願い
クラブ運営委員会委
員長をさせていただ
いております。年末

物おじしない性格ですので、問題はないと思います

年始にも関わらず親睦委員会が今日の段取りをさせて

変かと思いますけれども、何とかそこを乗り切って１

んが、中身としては新しい年を迎えた新しいスタート

が、一応、３カ月ぐらいは知らない人ばかりなので大
日も早く馴染んでもらえればと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

配属委員会は、親睦活動委員会で瀧波委員長です。

これもかつて知ったる顔だと思いますが、瀧波委員長
を頼りにしっかり

やっていただければ
と思います。

今日は、どうもあ

りがとうございま

す。よろしくお願い
します。
事務局員紹介

杉村

いただきました。例年どおりの形となるかもしれませ
という形で進んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さ
まのご協力をたくさん得まして楽しい会にしたいと思
いますので、よろしくお願いしたいと思います。
本日は、よろしくお願い申し上げます。

親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長

中島委員長、ありがとうございます。続きまして新

年を祝し、初春の舞をご披露いたします。踊りを披露
していただくのは、日本舞踊花柳寿登芳会様です。皆
さま、ステージをご覧くださいませ。

（日本舞踊花柳寿登芳会による新春の舞）

荘平会長

事務局員さんのご紹介をさせていただきます。かね

てより青島さんのご後任を探しておりましたけれど

も、ご縁がありまして、それこそ皆さんかつて知った

親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長

申し遅れましたが、本日の司会を務めさせていただ

きます親睦活動委員会委員長の瀧波と申します。精一





杯やらせていただきますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

勝・ご多幸を祈念いたしまして声高らかに乾杯をした
いと思います。

新年ですので「おめでとうございます」のかけ声で乾
杯をしたいと思いますのでよろしくご唱和願います。

鏡割り
親睦活動委員会

瀧波

大亮委員長

それでは、

それでは、これより新たな年をお祝いいたしまして、 「おめでとうございます」

鏡割りを執り行いたいと思います。お名前を呼ばれた

ありがとうございました。
（拍手）

す。

親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長

平君、副会長浅川正紳君、幹事市橋多佳丞君、会長エ

皆さまご歓談中のところ、ここで本年「賀寿」を迎え

幹事中島徳政君、よろしくお願いいたします。

たいと思います。お食事中の方もいらっしゃると思い

方はステージまでご登壇をよろしくお願いいたしま

2021−2022 年度釧路ロータリークラブ会長杉村荘

レクト滝越康雄君、次年度副会長清水輝彦君、次年度
少々狭いのですが、どうぞ皆さまステージにご登壇い
ただきまして軽く輪になるようにお願いいたします。

皆さん、お酒の方は進んでおりますでしょうか。

られる皆さまをお祝いし、クラブより記念品を贈呈し
ますが、どうぞご協力のほどをお願いいたします。

本年は「還暦」を迎えられる方が６名、
「喜寿」を

ご準備よろしいでしょうか。それでは、私が「せーの」

迎えられる方が１名、
「傘寿」を迎えられる方が３名

景気よく鏡割りをお願いしたいと思います。会員の皆

ジにご登壇お願いいたします。

と声をかけますので、
「ヨイショ」のかけ声とともに
さまもご一緒にご唱和をお願いいたします。

秀俊パスト会長

それでは、
「還暦のお祝い」より進めたいと思って

おります。昭和 37 年生まれ、満 60 歳の皆さまをご
紹介させていただきます。お名前を呼ばれた方はス

乾杯挨拶
吉田

いらっしゃいます。プレゼンターの杉村会長、ステー

皆さん、明けまし

テージにご登壇をよろしくお願いいたします。

４月 22 日生まれ・土橋賢一君、５月 19 日生まれ・

ておめでとうござい

篠原実君、６月２日生まれ・脇弘幸君、７月 11 日生

くお願いいたしま

日生まれ・前田秀幸君、10 月 24 日生まれ・われら

ます。今年もよろし
す。

今年度、私は会計と
いう立場で理事の一

員に名を連ねておりますけれど、会計というものはな
かなか表舞台に立つ場面が少ないものですから、それ
を慮って杉村会長がこのような場を与えてくれたと

思っております。会長の優しさを感じながら僭越であ
りますけれど乾杯の音頭を取らせていただきます。

皆さん、ご承知のとおり昨年・一昨年と２年間にわ

まれ・今日お世話になりました木下正明君、９月 15

がクラブ運営委員長中島徳政君、以上６名の個性たっ
ぷりの皆さまです。それでは、記念品の贈呈を杉村会
長、よろしくお願いいたします。

（杉村会長より還暦を迎えたメンバーへ記念品贈呈）
年男・還暦を迎えられたメンバーのスピーチ
土橋 賢一君

皆さん、明けまし

たりましてコロナ禍に翻弄されて、例会も幾度となく

ておめでとうござい

することができませんでした。幸い昨年の後半から感

ましたけれど逃げら

休会になりましたし、昨年は、
『新年交礼会』も開催

染者数が激減いたしまして、釧路市内でもゼロの日が
続いておりましたので少し安心はしておりましたけれ
ど、最近はまた「オミクロン株」と言う新たな変異株
が現れて、今後どうなるのか油断を許さないところで
あります。

ます。逃げる気でい
れませんでした。今
年もどうぞよろしく
お願いいたします。

ありがとうございます。

そのような状況の中で、明けました 2022 年ですけれ

篠原

まで務められること。そして７月からは、滝越年度が

ておめでとうござい

ります。

せんので、私も同じ

ど、今年は例会が休会になることなく杉村年度が最後
スムーズにスタートができますことを心から願ってお
それでは、釧路ロータリークラブの益々の繁栄と本日
ご参加の皆さまを含め釧路クラブメンバー全員のご健

実君

皆さま、明けまし

ます。時間がありま
く今年もどうぞよろ
しくお願いいたしま





す。

います。自分でもそ
のような歳になって
弘幸君

いると全然及びもつ

ます。還暦といいま

で委員長に「あんた

脇

おめでとうござい

しても何も考えもな
くイメージもなく、
このようになってし
まいましたけれど、
何とか良いお爺ちゃ

んになれるように頑張ります。ありがとうございまし
た。
前田

かずに、そこの入口
傘寿だよ」と言われ
て、自分でももうそ

んな歳なのかと思っていました。

本人は今日 79 歳とばかり思っていました。
「79 歳で

はなく、数えだから傘寿だよ」と、そのようなことで
そこでちょっと揉めました。

兎にも角にもこのようなお祝いをいただいたので、

歳にもめげずこれからもしっかりと頑張っていきたい
秀幸君

昭和で言う敬老の

日生まれの私でござ

と思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたし
ます。

います。今後とも可

青田 敏治君

さい。よろしくお願

ておめでとうござい

愛がってやってくだ
いいたします。

皆さん、明けまし

ます。よろしくお願
いいたします。私も

徳政君

川合さんと同じで、

も登壇いたしまして

とは考えていません

中島

すみません。何度

申し訳ございませ

ん。この中では一番
遅い 10 月末の生ま
れなので、先日 59

歳を迎えたのに今日

もう 60 歳かという大変なヤバイ感じになっておりま

す。木下さんを含めて６名ということで、会員として
は多いシェアがあるのかと思っておりますが、何の力
もございませんので６人合わせてよろしくお願いした
いと思います。よろしくお願いします。
喜寿を迎えられたメンバーのスピーチ
栗林

延次君

今日、喜寿と伺い

ましてびっくりした
次第でございます。

全然 80 歳になるこ

でしたが、若いころはどんなに生きても 75 歳までだ

ろうと自分では思っていました。相当デタラメなこと
をやってきたので、ところが何かしら健康なものです
からここまできました。

最近、80 歳に近づいてまた目標ができました。私が

ゴルフを好きなことは皆さんご存じだと思いますけれ
ども、これからの目標は、僕は年齢の数と同じかそれ
以下で上がるというエージシュートをしたい。80 歳

になったら非常に近づいてくるので今年から「シング
ルになるぞ」という目標を立ててゴルフをやっていき
たい。そういうことで、ぜひ、エージシュートをやっ
た節には皆さん盛大にお祝いをしていただきたいと思
いますのでよろしくお願いします。
吉田 潤司君

皆さん、こんにち

もう少し生きるつも

は。若い青田君の後

で、皆さんよろしく

に寂しいですけれ

りでございますの

に出るとは何か本当

お付き合いのほどを

ど。私も知らず知ら

お願いいたします。ありがとうございました。
傘寿を迎えたメンバーのスピーチ
川合

隆俊君

皆さん、明けましておめでとうございます。この度

はこのようなお祝いをいただきましてありがとうござ

ずに無駄に歳を取っ
まいました。

て 80 歳になってし

私は 75 歳の時に、86 歳になるまでは車椅子にも乗

らずに国内旅行ぐらいは元気でできるようになりたい
な、という目標を持っています。86 歳になると多分





ロータリーに入って 50 年になると思います。それぐ

動はちょっと危険だと思います。頭は寅年でエンジン

年は頑張っていきますので、皆さま何か私が倒れそう

と思いますけれども７月からの私の年度において、会

らいまでは頑張っていきたいですから、残り６年〜７
になった時は助けていただき、叱咤激励をしていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
（手に手つないで合唱）

員皆さまのご協力をお願いするにあたり、ことわざで

表現したいと思います。以前に話したことがあります。
復唱の方はご勘弁ください。

ことわざの１つに「鳥は木に住む、魚は水に住む、人
は人情の下に住む」
、ということで、私の頼りは皆さ

まの人情・やる気でお願いしたいと思いますので、何

締めの挨拶
滝越

は亥ですから猪突猛進で、７月から頑張っていきたい

卒よろしくお願いいたします。

康雄会長エレクト

初仕事です。これ

最後に、杉村年度は織り返し点で、まだ半年ござい

は原稿のゲラは前か

ますので、相変わらぬご支援をお願いしたいと思いま

らありましたけれど

す。ということで中締めの挨拶を終わります。

も、清書をして３時
〜４時であまり良い

皆さん、ご起立ください。三三七拍子で締めます。

ものができないもの

" よーぉ "

ですから暗記をして

来たつもりでしたけれど、すっかりお酒で飛んでしま
いましたので、原稿と両方で安全に喋ります。

（三本締め）

どうもありがとうございました。

新年交礼会は、今日親睦委員会さまの大活躍で、こ

のように和やかな会を催したことをまず感謝いたしま
す。今年は寅年でございます。虎は縁起物ということ
で、決断力と才知がすおうな運の元らしいです。

翻って私は亥年です。この寅年の天下の中での亥の活

本日のニコニコ献金
■杉村
■浅川

荘平君

残り半分頑張ります。宜しくお願い致します。

正紳君

後半も頑張ります。

■滝越

康雄君

今年は寅年。世間は大分良くなって来ました。全力を尽くしたいと思います。

■後藤

公貴君

■市橋夛佳丞君
■邵

■吉田

龍珍君

■脇

秀俊君
弘幸君

■中島
■甲賀

徳政君

■小野寺

伸彦君

■村上
■瀧波

俊君

祐二君
大亮君

あけましておめでとうございます。下半期も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願い致します。

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。年男です。
今年もよろしくお願いします。
本年もよろしくお願いします。
本年もよろしくお願いします。
今年もよろしく。

明けましておめでとうございます。残る半年も親睦活動委員会
をよろしくお願いします。

今年度累計

424,000 円





新年交礼会スナップ





