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月間テーマ

水と衛生月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

転勤族フォーラム「桐島支店長、釧路に転勤だってよ（担当：プログラム委員会）

次週例会

職場訪問例会「北海道旅客鉄道株式会社

■ロータリーソング：四つのテスト
■会員数

釧路支社」（担当：職業奉仕委員会）

■ソングリーダー：柿田 英樹君

103 名

■ビジター なし
■ゲスト

会長の時間

なし

杉村

荘平会長

みなさん、こん

ばんは。久々の夜
例会で手順を把握

できていませんで、
もう会長あいさつ

かというところで、
ます。

すみません失礼し

３月 31 日というあわただしい日程での開催ですが、

たくさんのメンバーに来ていただきましてありがとう
ございます。久しぶりにお顔を拝見する方も何人もい

い雰囲気、文化を作っている大きな要因のひとつが転
勤族の皆さんの存在だと言われております。吉田秀俊
パスト会長がいつも「われわれ地元メンバーを土、転
勤族の皆さんを風」に例えまして、
「この風と土がこ

の釧路クラブの風土を作っているのだ」と表現されて
います。正にお山の大将であるわれわれ地元メンバー

が、こうやってかろうじて品よく保っていられるのも、
毎年毎年、都会の風を連れて来てくれる上品で、礼儀
正しい転勤族の皆さんのおかげだと常日ごろ感謝して
いるところでございます。本当にありがとうございま
す。

しかし、今日は上品で礼儀正しい転勤族のメンバー

らっしゃって、嬉しい限りでございます。ありがとう

の皆さんがお酒の力を借りながら、仮面を脱ぎ捨て、

時節柄、ご異動の話も入って来ていますが、本日は

ると聞いておりますので楽しみにしております。会長

ございます。

工藤委員長が練り練った正にこの時期に合わせた転勤
族の皆さんを対象にした例会となっております。工藤
委員長恒例の小ネタが満載と聞いておりますので大変
楽しみにしております。

大山さんは歓迎しているかどうか分かりませんが、

いらっしゃいませんね、大山さんがモデルになって北

釧路地方のことを辛辣に、辛口にトークしていただけ
としても今後のクラブ運営、もしくは釧路の街づくり
についても参考にしたい意見が多々出るであろうと

思っておりますので、一切の忖度抜きに日ごろ思って
いることをしっかりお話いただければと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。

本日は夜例会です。皆さんで楽しくやって行きたい

陸銀行の表紙を飾っているということです。バンテリ

と思っておりますが、明日から新年度です。仕切り直

ら、僕も見習いながら頑張って行きたいと思います。

き進んでいきたいと思います。本日の例会、よろしく

ンに続いての主役ということで、皆さん、見習いなが
よろしくお願いします。

本日はこういう例会ですが、釧路クラブの素晴らし

しの新年交例会と気持ちを持って、改めて楽しんで突
お願いいたします。





幹事報告

市橋多佳丞幹事

ちょうど３年間、大変お世話になりまして誠にあり

皆さま、こんに

がとうございました。後ほど、転勤族の話で釧路のこ

させていただきま

釧路に来たときは、どんな土地か右も左も分からず

ちは。幹事報告を

とが出ると思うので、僕は感想だけです。

す。他クラブの例

来ましたけれど、釧路の方々は大変温かくて、よそか

例会案内をご一読

にロータリーの皆さまにはいろいろな会があるとき

会につきましては
ください。

昨日、事務局より皆さまにご案内を流させていただ

きました「メークアップ体験会」のご案内です。本来
であれば５クラブにお伺いする予定でしたが、北クラ
ブさんが「４月の例会プログラムで外部の方を受け入
れる適当なタイミングがない。今回は残念ですがご遠

ら来た私にも快く迎えていただきました。その中で特
に、あるいは隣の席に座らせていただいたときに声を
かけていただいて、話しやすくありがたかったなと覚
えております。今まで転勤族なのでいろんな土地に住
んでいるのですけども、釧路ほど去り難いのを初めて
感じております。

慮いたします」というお話をいただきましたので、今

気候もいいですし、人の感情も温かい土地で去るのは

ると思いまずので、ぜひ少なくとも１つはご出席いた

釧路を薦めて、釧路の営業というか推薦をやってみた

回は４クラブで行います。皆さまにご案内が届いてい
だければと思います。よろしくお願い申し上げます。
職場訪問例会のご案内も送付させていただいており

ます。開催が来週となっておりますので早急にご返信
をお願いいたします。

残念ながら３月 31 日付けで、大地みらい信金・片

山君、
ＮＴＴドコモ・吉岡君の転勤が決まったという

ご連絡を頂戴しております。本日の例会に参加できな
いか、お話をしてきましたが、どうしても公務等のご
都合で出席できないということで、皆さまに最後のご
挨拶ができないことを非常に残念がっておりましたの
で、私からお伝えをさせていただきます。よろしくお
願い申し上げます。また、みずほ銀行の芦名君も転勤

残念なのですが、東京に帰ったら自分の周りの人々に
いなと思っています。いい土地の釧路を皆さんに知っ
て欲しいと思えるほどにこの土地は魅力があると思っ
ています。今後もプライベートも含めて遊びに来たい
と思っていますし、何かの縁で皆さまと接する機会が
ありましたら相手をしていただけたらありがたいと
思っています。

３年間、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
開会挨拶
親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長
皆さん、こんばん

が決まっておりますけど、本日ご出席いただいており

は。親睦活動委員会

ます。

います。２カ月ぶり

ますので、のちほどご挨拶をいただこうと思っており
以上です。

の夜間例会というこ
とで、私の司会も２
カ月ぶりです。間違

転勤挨拶
みずほ銀行釧路支店

支店長

芦名

健一君

みずほ銀行の芦

名でございます。

３月 16 日に人事異

いなどあるかもしれ

ませんが、皆さまのご協力で楽しいひと時を過ごせま
すよう、よろしくお願いいたします。

本日の『転勤族フォーラム「桐島支店長、釧路に転

動の発令があって、

勤だってよ ! ?」
』を開会したいと思います。

けていないのです

ずみ君、お願いいたします。

実は私は発令を受
が、後任の発令が

出ておりまして、３月 31 日付けをもってみずほ銀行
釧路支店長の任を解かれることになっております。

行先については、東京の本部と言われているのです

けども、明日の 10 時くらいに発令が出て正式に行先

が分かる状況になっておりまして、いま私自身がどこ
に行くのだろうとモヤモヤしている状況です。確定し
ましたら皆さまにはご案内させていただければと思っ
ております。

委員長の滝波でござ

早速ですが乾杯のご挨拶を、転勤族を代表して池田い

乾杯挨拶 池田いずみ君

皆さま、こんばん

は。
ＮＴＴ東日本の

池田でございます。
この度は転勤族を取
り上げた機会を設け
ていただきましてあ
りがとうございま





す。

この乾杯は工藤プログラム委員長からのご指名です

ので、笑いをとるご挨拶をしなければいけないと思い

■

本日のプログラム ■

転勤族フォーラム「桐島支店長、釧路に転勤だってよ！」

まして、大変プレッシャーを感じております。

プログラム委員会 工藤 彦夫委員長

さんが先日異動になり大変寂しい思いをしておりま

ンを始めたいと思います。

うことで、最終日が転勤族がいじられる企画で良いの

す。先ほど会長挨拶で言っていましたけれども、ロー

転勤族の日本生命の廣部さん、東京海上日動の杉浦

す。また本日、みずほ銀行の芦名さんが最後の日とい
かどうか、この思い出が良い思い出になるのか、そう

じゃないのかは分かりませんけど、記憶に残ることと、
もしかしてホームページに記録として残るかもしれな
いと思っております。

ホームページと言えば、自分が話したことが記録に

これから転勤族フォーラム・パネルディスカッショ

本日の転勤族フォーラムは、杉村会長肝煎りの企画で
タリークラブの大きな役割を果たす転勤族さんにス

ポットライトを当てて、いろいろなことをお聞きした
いということが趣旨ですので、ご理解していただきた
いと思います。

今回は６人の中で『ベストオブ転勤族』を選びたい

残ることを分からずに最初のころ話しておりました。

です。面白い挨拶など、いろいろなことを考えながら、

雑誌委員会の横田委員長が欠席ではありますが、この

い。コップを持って来て、飲みながらやりましよう。

最近は気を付けているのですが、今回はクラブ会報・
テープ起こしをした原稿を見まして不適切な内容は削
除していただけるということで、この会に臨みたいと
思います。

また、横田委員長は昨年度、一緒に副幹事をさせてい
ただいて、今年度もクラブ会報雑誌委員会で同じ委員
会ということで「横池ペア」を２年続けさせていただ
きましたが、来年度はついに別の委員会になりますの
で、ペア解散の危機を迎えております。ただ、同じ委
員会にしてくださいとリクエストしているわけではご

その審査委員長は杉村会長です、こちらに来てくださ
今日は、審査委員長が『ベストオブ転勤族』を決める
ということで大変楽しみですね。

事前にアンケートを取らせていただいておりますけれ
ども、それではＰＲ、いきましょう。マイクは２人に
１つなので、終わったら自分で優しく拭いてあげてく
ださい。

みずほ銀行釧路支店 支店長 芦名 健一君

みずほ銀行の芦名

ざいませんので、解散になるかどうかというところで

でございます。先ほ

それでは、本例会のご盛会と釧路ロータリークラブ

り今日で最後でござ

す。

ども申し上げたとお

の益々のご発展をご祈念いたしまして乾杯をさせてい

いますので、ざっく

ただきたいと思います。

皆さま、ご唱和をお願いいたします。

「乾杯」（拍手）

プログラム委員会
プログラム委員

ていただければと

思っております。本当に釧路は楽しいと思いつつも、
書き捨てるように話をしたいと思います。

工藤

彦夫委員長

会の工藤です。本
日の転勤族フォー
ラム、釧路ロータ
リーには転勤族が

17 名いるのですが、
時節柄、転勤され

た方が６名と、年度末で今日は６名の方の参加です。
本来、２回に分けてやる予定でしたが、時間が余って
しまいますのでパソコンを整理していたら 2011 年の

時のビデオが出て来まして、これは面白いということ
でこれを 10 分くらい見ていただいてその後、フォー
ラムを始めたいと思います。
（ビデオ上映）

ばらんにお話をさせ

座右の銘は、
「天使のように大胆に、悪魔のように緻

密に」という、さかのぼると黒澤明監督の映画に行く
らしいですけれど、昔の上司に言われた言葉です。

銀行員は結構ガチガチにいろいろ仕事をやりがちなの
ですけれども、そうではなく、半分は自由に大胆な発
想を持ちながら「このようなことができたら面白いの
ではないか」
「このようなことができたら社会の役に

立つのではないか」を考えなさいということが「天使
のように大胆に」でして、一方の「悪魔のように緻密
に」は、皆さんからお金をお預かりして仕事をやらせ
ていただいている立場上、ミスは絶対に許されないと
いうことで、ひとつひとつ自分がやることなすこと、
確認をしながらしっかりやって行きなさいと昔の上司
に言われたことが少し響いておりまして、それを座右
の銘にしております。

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

今年の３月で、北洋銀行の釧路中央支店が丸２年に

会社のＰＲというこ

なりました。歴代の支店長はちょうど丸２年で転勤を

きました。最近、ウ

勤をするのかなと思っていたところが「もう少し釧路

とで真面目に考えて
イルスメールが多く
来ていると思いま

す。EMOTET（エモ

テット）と言うもの

です。当社にも来ていまして、知り合いの社員の名前
で来て、そこの添付ファイルを開けてしまったらウイ
ルスに冒されてしまうエモテットというウイルスで
す。

当社では、ウイルスに備えて、社員のトレーニング

で不審メールを開かないトレーニングサービスがあり

ますので、ご心配がありましたらぜひご相談ください。
いま、ウイルスの世界では、セキュリティに対する考

するものですから、私も４月１日付け・明日付けで転
にいなさい」という指示が頭取からありました。それ
を伝えたところ、一応、喜んだフリをしてくれたのが
釧路中央支店の職員で、本当に演技上手で「いや、織
田支店長で良かった」と喜んだフリをしてくれて、本
当に役者だなと思いました。

でも、本当に心から喜んでくれた人がウチの家内でし

た。私、単身なものですからウチの女房に「もう１回、
釧路だわ」と言ったら本当に心から喜んでいました。
ちょっと複雑な心境でしたけれど、そのようなところ
で、４月以降、また皆さんにお世話になりますので可
愛がっていただければと思います。

会社ＰＲと言ってもそんなにないのです。お客様の

え方で、
『ゼロトラスト』という考え方があります。

ニーズ・お客様本位で行動をしなさいよ、と言われて

から来るものだけ」を抑えていましたけれども、働く

私は昭和なものですから、ガッツイて、ガッツイて行

「誰も信用するな」ということです。いままでは「外
場所の変化などで境界という概念がなくなり、
「全て

のアクセスを信用するな」ということで、不審な行動
をするパソコンなどを検知するシステムもできており
ます。知りたいという方がいらっしゃいましたらご相
談をいただけたらと思います。会社のＰＲを終わらせ
ていただきます。

座右の銘は「日日是好日」です。来る日も来る日も、
楽しく平和なよい日が続くこと、一日一日を大切に生
きるという心構えです。

私はお茶を習っていて、この言葉が掛け軸にかけられ
ておりまして、大切にしたいと思っている言葉です。

います。だから、ガッツクような職員はいませんが、
くタイプでして、表面的にはやんわり皆さんの所にお
邪魔しますけれども、内心はガッツイていますのでよ
ろしくお願いしたいと思います。

私、本当にポッチャリしていまして、このような体型
ですけれども、子どものころから「将来は劇団四季の
俳優になりたい」と思っていました。子どものころ、
親に連れられて子どもミュージカルなどをよく観に行
かされていまして、いまでも憧れていますけれど、も
し生まれ変わったら、やっぱりジャニーズや EXILE
あたりに入りたいと本当に思っています。

日本放送協会釧路放送局 局長 小野 正晴君
北洋銀行釧路中央支店

支店長

織田

小野でございま

亨君

北洋銀行の織田で

す。今日、まさかこ

す。よろしくお願い

のような展開になる

します。

と知りませんで、全

今日はこの会場に

く無防備でここにい

20 分ぐらい前に入

ろうかと思っていま

てしましました。

コロナが多くて例会

したが。今日はウチ

に参加をさせていただくことも控えていましたが、今

菓子は一切抜きにして会議形式の『送別式』で、釧路

メールをいただきましたけれども、このような雛壇で

の送別会で、いまはコロナ禍なので、アルコールや茶
中央支店には転勤者が５人いましたけれども、一言一
言ご挨拶をいただいてという送別式が少々長引いたも
ので、ギリギリに会場入りをしました。すみませんで
した。

やっぱり転勤族。いつも転勤者を出して慣れている

つもりが、やっぱりその店を離れる職員の挨拶を聞く
と一泣き二泣きしてきたので、今日は顔がボロボロで
すけれども少し感動をしながらこの会場に入りまし
た。

日は２分間だけ会社のＰＲをさせていただくという

フォーラム形式になることは全く存じませんで、無防
備で来てしまいましたので失言がありましたらどうか
ご容赦ください。

会社のＰＲ、ご案内をさせていただければと思います。
一般的に新年度は明日からですが、私たちの番組の新
年度は４月４日から始まります。いまの朝ドラの『カ
ムカムエブリバディ』は諸事情で４月９日まで放送し
て、11 日から『ちむどんどん』という朝ドラが始ま
りますのでよろしくお願いいたします。





4 月 4 日からいろいろな新番組が増えるのですけれ

ども、
ＮＨＫ北海道の中でもローカル放送のニュース
が現在は釧路・根室向けには午後６時 50 分から 55

分までの５分間を明日まで放送するのですが、新年度
の 4 月４日からは十勝エリアと一緒になり、6 時 40

分〜 6 時 55 分まで、金曜日はさらに５分間延長して
午後 6 時 40 分から午後７時まで放送いたします。よ

り放送の枠が広がりますので、いろいろと細かい詳し
い地域情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ
ともご協力・ご支援をお願いいたします。

この過程の中で、一時、釧路放送局がなくなるので

はないかなどの誤解も一部の方々に生まれて、そのよ
うなことは全くございません。釧路放送局はきちんと
残ります。

午後６時 40 分からの放送はスタートが帯広放送局か

ら出す形にはなりますが、毎日必ず釧路放送局からも
放送をきちんと出して、釧路の人間がこの釧根の

ニュースをお伝えすることを継続してまいりますの

で、いろいろな形でご協力・支援をお願いしたいと思
います。よろしくお願いいたします。

私は、薬師丸ひろ子さんと全く同じ学年です。
「セー

ラー服と機関銃」などの若いころはファンでなかった
のですけれど、薬師丸ひろ子さんは歳を取るごとに
段々いい感じに歳を取っている感じがあって、もう

10 年ぐらい前の「三丁目の夕日」という映画ですけ

れど、薬師丸ひろ子さんが初めてお母さん役をやった。
東京タワーができる、まさに日本の一番の高度成長期
の時代を描いた映画ですけれど、あの頃から薬師丸ひ
ろ子さんの大ファンになりました。松山に転勤してい
た時は、大阪で開催されるコンサートに夜行バスに

乗って行ったりしました。心がじんわりくる映画とは

「三丁目の夕日」や「続三丁目の夕日」を挙げさせて
いただければと思います。

来月の『地区協議会』が私の家がある旭川で実施され

るので、私は「家に泊まるからホテルには泊まらない」
とお話をしていたのですが、やっぱり次年度の役など
ありますので、皆さんとご一緒しなければということ
で、嫁と相談をして、家はありますけれども家に泊ま
らないで皆さんと一緒にホテルに泊まる、と変更をさ
せていただきました。そこで誤解いただきたくないこ
とは、決して嫁と不仲で家に帰らないわけではないの
で、そこをお分かりいただければということです。

会社関係ですけれども、前任の古谷からウチの会社の
ことは聞いているかと思いますが、大きく分けて３つ
の部門があるのですが、皆さんにご存じいただけてい

るものは２つの部門です。
『調査部門』と言いまして、
北海道電力さんの委託で一般家庭を４年に１度回って
漏電の調査を行っている部門と、私がいる『保安の部

門』は、
高圧で電気を受けているお客様は基本的に「電
気主任技術者を置かなければいけない」という法規に
なっていて、それを契約に基づいての外部委託で行わ
せていただいております。

ロータリーの皆さまには、お世話になっていまして、
つい先日、私が事務所にいる時に電話がかってきて、
ウチの事務員が取ったわけですけれども、聞いている
と「拓殖不動産の杉村さんから電話が入っています」
という声が聞こえてきました。事務員は社長さんだと
分かっていないから、後から「社長だよ」と言ってお
きました。ということで、いろいろ私どもの業務もご
理解をいただきながらご契約をいただいて実施をさせ
ていただいております。

関係する方々、どうもありがとうございます。この場
を借りましてお礼を申し上げたいと思います。

北海道旅客鉄道釧路支社 支社長 山田 浩司君

ＪＲ北海道の山田

です。皆さんには日
実君

ごろ鉄道をご利用い

は。北海道電気保安

になっております。

北海道電気保安協会釧路支部 支部長

篠原

皆さん、こんばん

ただき本当にお世話

協会釧路支部の篠原
です。よろしくお願

ご承知のように鉄道

事業・公共交通事業・

いいたします。

交通はコロナの影響もあって非常に厳しい状況ですけ

すからこちらに上

含めて本当に全国でも有数な自然豊かな中を走って行

私も当然、転勤族で
がっていますけれども。ご挨拶でも少しお話をしたか
もしれませんが、単身赴任 12 年目ということで結構
長い期間になります。

私が結婚をした年が昭和 63 年、平成と同じ年数を結

婚生活で送っているわけですけれども、単身赴任が約
１／３ということで、非常に仲は良いですけれども、
離れているからこそ仲が良いという気がしますけれど
も、そのような感じで今を過ごしています。

れども、この東北海道エリアでは、釧網線・花咲線を
く路線として多くの方にもご利用をしていただいてお
ります。

３月 1２日にダイヤ改正をしまして、小野寺さんには

すごく共感していただけると思います。このダイヤ改
正はとても大きくて、261 系という特急車両が新し
く入って、283 系という元々振り子列車として高速

化を図ってきた特急列車がなくなることと、国鉄時代
から走っていた 40 系の普通列車が根室線を走らなく





なり、新しい H100 という列車が走るという大きな

転機となるダイヤ改正を３月 1２日に実施しました。

多くの鉄道ファンが本州からも来ていただきまして、

「さよなら 40」
「さよなら 283 系」ということで多く
の方に見送られた３月 12 日のダイヤ改正。これを踏

や「このようなことをやったらいいのでは」というこ
とをご提言いただきたいと思います。

それでは、芦名さん、最後に思いっきり話して下さ

い。

まえて、そのような意味で、新たにこの道東エリアの

みずほ銀行釧路支店 支店長 芦名 健一君

来週、釧路運輸車両所を見ていただきますので、今日

純粋に思っていることは「釧路はなぜこんなにアピー

い、ぜひ皆さんにこの東北海道エリアの鉄道を見てい

れほど気候に恵まれて、自然に恵まれてという中で、

鉄道も変わって行くことになっています。

も打ち合わせをしてきて、特別な車両配置にしてもら
ただく機会にしたいと思っています。

先ほども言いました釧網線・花咲線はとても自然環境
も良く、景色も良い所を走って行く列車になるので、
転勤族の皆さんにもその情報を発信していただき、多
くの方にこの東北海道エリアに来ていただけるよう

に、私たちＪＲ北海道も情報発信をしていきたいです。
小野寺さんをはじめ、マニアの方々にも宣伝をしてい
ただき、ここを盛り上げて行きたいと思っています。
来週はその良い機会にしたいと思っています。よろし
くお願いいたします。

先週も杉村会長から「息子さんと『サウナー』で塘

路のサウナに行っている」という話もありましたけれ
ど、私は 10 歳で、父親に連れられてサウナに行って

からずっとサウナに入っています。最近のサウナーと
言われるブームを、引いて見ている状況です。その、
サウナーと呼ばれるのも嫌だなと思うくらいサウナに
対しては強い思いがあります。

自分の息子も２人いますけれど、５歳から一緒にサウ
ナに入っています。サウナに入られる方は分りますけ
れど、サウナの上段にいると一番熱いのです。ウチの
息子も５歳から一番上段で、１回８分入ってその後水
風呂に２分入って、外気浴３分という工程をだいたい
７回〜８回繰り返すということがウチの山田家のこれ
まで代々ウチの親父から引き継いできているサウナの
入り方なのです。普通の方のサウナの入り方と違いま
すけれど、異常にサウナが好きです。

たまたま今の家の近くに『栄湯』という銭湯があり、
そこに週に何回通っているか分かりませんが、サウナ
に行っています。サウナに入りながら地元の方といろ
いろ話ができます。

いまは皆さんと話をして、とても良い情報交換ができ
ています。

転勤族から見た釧路の良い所、また釧路の将来性につ
いての提言
工藤

彦夫プログラム委員長

今年度、会長方針が「我がロータリーを楽しむ。我が

ありがとうございます。本当にお世話になりました。

ルの仕方が下手なのか」と真面目に思っています。こ
東京にいて発令で「釧路に」と言われた時に、幸い僕
は昔ここに来たことがあるので、イメージが湧きまし
たけれど。全国の中で「旅行をしようか」
「どこかへ

行こうか」という時に、なかなかファーストチョイス

になりにくいのも事実なのかと思っています。それは、
なかなか打ち出し方も難しいのかもしれませんけれど
も、どこに焦点を置くかという話だと思います。

ここに来ると、初めて知ることがたくさんあります。
僕が最初に思ったことは、
『東家のそば』がこんなに
たくさんあるとはここに来るまで知らなかったです

し、
『鯨を普通に食べる文化』なども全然分かってい

ませんでした。そのような食文化もそうかもしれませ
んし、いろいろな体験的なところをもう少し東京、首
都圏などで話があっても良いのかなと思っています。
一方で強みだと思っていることは、知らないけれども
知っていたら強いのは『航空』です。ピーチなどの格
安がこんなに飛んでいるエリアが多分なくて、直行便
もＪＡＬもＡＮＡもこんなに多いです。でも、僕も着
任してから「おいでよ。釧路に」と言っても「遠いよ
ね」と言われます。でも、僕は「実際は近い」と思っ
ていて、そこのギャップをどう埋めて行こうかと思っ
ています。

一方では、僕は一度来ると、これほどリピーターにな
るエリアもないと思っていて、そのような意味で、ぜ
ひ周りの人にいろいろ言ってみたいと思っています。
それが素直な気持ちの背景です。

夏もそうですし、冬も自然で雄大なエリアはなかなか
ないと思うので、何かアピールの仕方なのかなと純粋
に思っています。

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

昨日、とある自治体に行って、町長にご質問をいた

だきました。１時間ぐらい話をして最後の方ですけれ
ども「池田さん、データセンターを北海道が誘致して

いるけれども、
どこが良いと思う」と言われて私は「旭
川」と答えてしまいました。

地域を育む。
」ということで、
「釧路を育む」をテーマ

「なぜ」と言うから「地震も少ないですし、地盤もしっ

も、通称「転勤族」と言われる方から「釧路の将来性」

安いです」
。その町長は多分、自分の自治体の名前を

にしていろいろプログラムをやってきましたけれど

かりしていますし、涼しいですし、土地もそれなりに





言ってほしかったとみえて「違うよ。貴女、どこ出身」

ていくときに、東京から飛行機で１時間 30 分。直行

良いのはここ東北海道だよ」と言われました。

ほどのいろいろな自然がある。単に自然を見るだけで

と。
「札幌です」
。
「だからだよね。データセンターに

よくよく考えるとそうだなと。なぜ私はすぐに答えら
れなかったかというと、やっぱり地震や津波の心配が
あって、データセンターは厳しいかなと思いましたけ
れども、昨日お伺いして、やっぱり可能性を求めてい
ろいろ考えなければダメだと。

以前もお話をしたかもしれませんが、高度無線事業と

便で、たかだか１時間 30 分ぐらいで来られて、これ

はなく、いろいろな形で体験をして、いろいろなガイ
ドの人たちなどを介していろいろなことを知ってもら
う。そのような素晴らしさを知ってもらうことが、私
はこれが釧路の一番の素晴らしさを売っていくところ
だと思っています。

私も１年８カ月ぐらいいて、本当にこの道東の自然

いうことで、このエリア全部に光が来ましたので、そ

が好きになりました。いま、今、北海道は非常にアド

えて釧路の発展に貢献できるようにこれからも取り組

るアウトドアガイドの資格制度を作っているのは全国

のような可能性があると思うので、しっかりそこを考
んで行きたいと思います。よろしくお願いします。
北洋銀行釧路中央支店

支店長

織田

亨君

私が生まれた所は赤平市です。父のお墓が芦別市に

あります。本部に勤めている時は、美唄・砂川・滝川・
赤平・芦別にずっと出張に行っていました。これはあ
まり大きな声では言えないので、忘れてほしいのです

ベンチャーツーリズムに力を入れていて知事が認定す
でも北海道だけです

ご存じの方が多いと思いますけれど、ネイチャーガイ
ドなんて別に許認可制でもないから誰でもやろうとし
たらできますけれども、その質を高めてリピーターを
呼び込むことをやろうとしているのが北海道の事業だ
と思います。

落ちたらちょっと恥ずかしいのですけれど、私は、

けれど、すごく寂しいです。赤平・芦別・滝川・美唄、

いまその資格を取ろうと思って勉強をしています。こ

なというくらい寂しい街。銀行としては、きっちりそ

て５月に実技試験があって、そこに向けていま一生懸

とてもじゃないけれども、このような街なら住めない
こを支えて行かなければいけませんけれども。そこと

比較をしたら大変失礼でしょうけれども、この釧路は、
海あり、山あり、食べ物が美味しい、自然資源は素晴
らしい。可能性が山ほどあるような気がものすごくす
るのです。

ですから皆さん、赤平などに行ったことがあるか、な
いか分かりませんけれども、釧路・道東という前にま

れまで筆記試験を２回受けて、何とかそこをクリアし
命勉強をしています。

やっぱり、そのような体験型の自然を売りものにして、
いろいろな方々を呼び込むことが、道東の一番の良さ
なのではないか。

私、これまで９回、いろいろな所に転勤しましたけれ
ども、本当にそれが私の実感でございます。

これまで言った愚痴は全部忘れていただいて、そこ

ず赤平・芦別あたりに行ってみたらこの街が素晴らし

をぜひとも皆さんにご説明させていただいて、今日の

せん。

ろしくお願いします。

い街だということが絶対に分かると思います。すみま

日本放送協会釧路放送局 局長

小野 正晴君

私は、これまで地方を含めて鹿児島・愛媛・大阪・

フォーラムを終わらせていただきたいと思います。よ

北海道電気保安協会釧路支部 支部長 篠原

実君

道東の良さについては、私の前の４名の方がお話さ

静岡・秋田に勤務しました。
「釧路をこれからどうやっ

れておりましたので、全くそのとおりだと思ってござ

しいものは、それぞれの土地がそれぞれ自慢のものを

思うことは、私の住んでいた街と駅です。

て売っていくか」という時に、いわゆるグルメや美味
持っています。それを思うと、確かに美味しいものが
たくさんあります。でもそこで売っていくことは、全
国の中では難しいと思います。

私がここに来て思うことは、やっぱり自然の素晴らし
さ。いま、アドベンチャー・ツー・リズムが言われて
いますけれども、私はそこだと思います。

私は鹿児島に勤務したとき、東京・大阪から屋久島も
そのような面がありました。屋久島へ行くといったら

ものすごく大変で、
直行便はありません。鹿児島へ行っ
て船に乗る。鹿児島へ行って飛行機に乗り替えるとい
うことです。

これから釧路は体験型のいろいろな自然の観光を売っ

います。私の転勤族の中で、ちょっと関わりがあると
私は出身が北見なのです。北見を離れて保安協会に

入ってしばらく経って駅が新しくなりました。最初の
勤務地が旭川だったのですが、旭川にいる時は古かっ
たのですが、旭川を出て道内を回っている時に駅が新
しくなりました。そして旭川の次が十勝清水だったの
ですが、私が出てから駅が新しくなりました。清水か
ら今度は函館へ転勤しまして、そこも私が出てから駅
が新しくなりました。函館から今度は網走で勤務をし
ました。そこは出てから残念ながら駅は新しくなって
いません。網走の後は小樽で、小樽は２回勤務をした
ことがあります。小樽はご存じのとおり石原裕次郎さ
んが小学生時代に住んでいたということで、駅のホー





ムに石原裕次郎の等身大のパネルがありました。そこ
だけはそのままにして置いてほしい気持ちはあります
けれども、小樽はそのままで良いと思っております。
その後、札幌へ転勤しまして、札幌はいま新幹線の関

どうもありがとうございました。
（会長より転勤族の皆さんへ記念品贈呈）

係でいろいろ工事の関係がありますので、そのうち新

工藤 彦夫プログラム委員長

た。根室は残念ながら今も同じような状況ですけれど

の総括とベストオブ転勤族の発表をお願いします

しくなるでしょうね。札幌から今度は根室へ行きまし
も、あそこはあそこで。一番北海道の最東端の駅は根
室駅ではなく東根室駅です。東根室駅は駅というより
も乗降場なのですが、その近くにウチの事務所がござ

いますのでご認識いただければと思います。根室の後、
また小樽へ行きまして、小樽の後、旭川。そしていま
釧路に勤務をしている状況です。

こう見ますと、私が勤務をした所は駅がどんどん新

しくなっていますので、ロータリーの例会でも駅の高
架化のお話があって、すごく興味津々で聞いておりま
した。おそらく私は転勤族ですからあと何年釧路にい
られるか分かりませんが、駅が新しくなって高架化に
なった時はぜひ再度訪れたいと思っている街でござい

ます。その節はよろしくお願いいたします。以上です。
北海道旅客鉄道釧路支社

支社長

山田 浩司君

前の方々が非常に熱く釧路のことを語られたので、

少々短めに。特に小野さんがかなり熱く語られました

が、いつも小野さんのところで話す機会が多いのです。
やっぱり釧路、この東北海道の良いところは自然環境
だと思います。国立公園もある中を当社も鉄道で釧網
線・花咲線を走らせています。自然環境のひとつです
けれども野生動物と遭遇できる鉄道は、釧路のこの釧
網線と花咲線がナンバー１なのです。これは間違いな
く、鹿、タンチョウ、オオワシ・オジロワシを

100％見られる路線区はなかなかなくて、そのような

意味では、観光路線としてこの釧網線・花咲線を活か
して行きたいと釧路へ来て思いました。

いまお話があったように東北海道の中心は釧路だと

思っていますので、その駅です。先日、転勤族の方の

お話があった時に「転勤で来て 3 回泣く」があって、
１つはやっぱり釧路へ転勤になった時に「あぁ、釧路

か」と泣く。釧路駅に立って「この故郷の景色に泣く」
。
そして帰る時にはやっぱり釧路にいたいと芦名さんが

言っていましたけれど「やっぱり、残りたい」と泣く。
この 3 回泣くという話を聞いて、そのうちの「釧路

皆さんありがとうございます。それでは、審査委員長

総括・謝辞・ベストオブ転勤族発表
杉村 荘平審査委員長

なんちゃって委員長の杉村でございます。本日はど

うもありがとうございました。

まずは、皆さんもそうなのですが、工藤委員長、たま
には褒めて上げます。素晴らしい設えで、細かい段取
りもしていただき、ありがとうございました。昨年か
ら僕これをやりたくて工藤委員長にわがままを言っ

て、本当に素晴らしい会だったと思います。ありがと
うございます。
僕もいろいろ

フォーラムなど出

ていますけれども、
このように転勤族
の方がフォーラム
のパネラーになっ

ている場面もたくさんありましたけれども、やっぱり
お酒を飲んでいることが良いですね。この本音感がす
ごく良いと思います。何十回も出た中でも本当に良い
フォーラムだったと思います。最後の皆さんにもらっ
たご意見は僕らも大切にしていきたいと思います。

皆さんに本当に良いご意見をいただきましたが、どう

でしょう。まずは、
イニシャルが「Ｏ」のお二人のキャ
ラが立っていたようですけれども。このＯのお二人の
中でどうするかですが、おひとりのＯの方は、EXILE

に入りたかったとか劇団四季がという意外な発見をさ
せていただきまし

た。もうひとりの O

の方のキャラが立ち
過ぎて。

すみません、小野さ
んで、よろしくお願
いいたします。

駅で泣く」に私はすごくショックを受けました。実は
昨年「60 年の歴史がある駅」で、全国でも非常に有

数な駅ですけれど、先ほど話があったように今後高架
化を中心にコンパクトシティということが全国いろい
ろな地域で１つのキーワードになっています。その中
で駅が中心になっていくべきだと思っていますので、
そこに私も寄与・貢献できるようにこれからも取り組
んでいきたいと思っています。





工藤

彦夫プログラム委員長

本当に長時間でしたけれども、いろいろ貴重なご意

見を聞かせていただきましてありがとうございます。
これを参考にして北海道・釧路頑張って行きたいと思
います。ありがとうございます。皆さん大きな拍手を
お願いいたします。
親睦活動委員会

大亮委員長

えることになりました。

最後は皆さんに感謝とお詫びの気持ちを込めてタク

トを振るそうですので、皆さん、大きな輪を作ってく
ださい。

転勤族の皆さんは輪の中心に入っていただきまし

て、まだまだウイズコロナですのでエアーハンドシェ
イクでお願いいたします。

お疲れさまでござ

されました。ありがたいと思って感謝いたします。

先ほど、訳の分からない映像が出たと思うのですけ

ど、あれは 2012-2013 年度の伊貝会長、私は幹事の

時だったのです。多分、滑ったと思うのです。あのシ
が作ったことをやってくれー」と当時の副幹事の樋口
君に言って、樋口君がずーっとビデオを回していたと
いう裏技があったのですけど、画期的な新たなことを
チャレンジしたという年度だったと思います。

今後、次年度・次々年度の方、クリスマス家族会で

「俺のシナリオ、やれよ」と言われたら断ったほうが
いいと思います。

そして最後、転勤族フォーラム、すごい企画。工藤

さん、受けていました。でも最後は噛んでいましたけ
どね。何が素晴らしいかというと、６人の方が率直に

（手に手つないで）
ＳＡＡ

ときに。ほんと、大変ですよね。でも杉村会長は英断

ナリオは全部工藤さんですから。工藤さんが、
「自分

瀧波

小野さんと過ごした楽しい時間もいよいよ終わりを迎

閉会挨拶

ルで会って飲みたい、ということで、年度末の大変な

自分の今の状況を話してくれた、これ、われわれのク
ラブがとても居心地いいということ、そして楽しいと
邵

いうことなのですね。今後とも杉村会長、滝腰エレク

龍珍君

ト、後藤ノミニー、楽しいクラブを作ってもらえたら

います。やはりこの

と。

場に上がったらやら

一本で締めます。

ないといけないと思

転勤される方々、そしてまた釧路に入ってくる方々、

皆さん！元気です

全会員の皆さんのご多幸をご祈念申し上げまして１発

います。

今ここにいらっしゃる皆さん、そしてうちのクラブの

か！（拍手）

元気があればロータリーも楽しい、元気があれば転

勤族の皆さんも益々楽しくなるようなクラブづくりが

で締めたいと思います。ご唱和をよろしくお願いしま
す。

できると私は思っております。

今日は久し振りの夜間例会で、楽しかったです。こ

の英断をしていただいた杉村会長は理事会でも、すご

よーぉ！
パン

ありがとうございます。

く悩んでいらっしゃったのです。最短で皆さんとリア

本日のニコニコ献金
■杉村

荘平君

久しぶりの夜間例会、宜しくお願い致します。

■工藤

彦夫君

本日の例会か親睦活動とプログラム委員会のコラボ例会です。宜しくお願い致します。

■市橋夛佳丞君
■前田
■中島
■東堂

秀幸君
政徳君
光春君

久しぶりの夜間例会。皆様と楽しく過ごさせて頂きます。
まん防明けて、ようやく仕事できるようになりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

二ケ月ぶりの夜間例会、宜しくお願い致します。

サッカー女子日本代表 U-15 に選ばれた娘がこの度宮城県の全国大会ベスト 4 の高校に
無事進学出来ました。

今年度累計

494,000 円





