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第85代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

2021-2022 年度
国際ロータリーテーマ

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。』

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

杉村 荘平
浅川 正紳
市橋 夛佳丞
クラブ会報雑誌委員会

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）

月間テーマ

青少年奉仕月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

夜間例会「ロータリアン格付けチェックナイト」（担当：プログラム委員会委員会）

次週例会

「クラブアッセンブリー」（担当：次年度理事会）

■ロータリーソング：我等の生業
■会員数

■ソングリーダー：山田 浩司君

102 名

■ビジター なし
■ゲスト

会長の時間

なし

杉村

荘平会長

皆さん、こんば

んは。３月の転勤
族フォーラム以来
の夜例会というこ
とで、ご出席いた
だきまして本当に
ます。

ありがとうござい

今日は手短に行きたいと思います。振り返ってみます
と、やはり今年度もコロナに影響された１年間だった
と思っております。コロナから得た教訓の１つを挙げ
れば、普段当たり前にあると思っていたことが実は当
たり前ではなくて、貴重なことだったのだと気付かせ
てくれたことかなと思っております。ロータリー活動
しかり。毎週に当たり前にあると思っていた例会、特
にこうしてお酒を飲み交わしてじっくりとお話しがで
きる夜例会のありがたみを見直したことだと思ってお
ります。

そういう意味では、今日の夜例会から始まって６月に
かけて、クラブアッセンブリー、野遊会、情報集会と
立て続けに、ロータリーを知ってロータリーを楽しも
う、親睦を深めよう、という事業が続くことになりま
す。コロナに気を付けながら予定どおり開催すること

ができて、いい期間にしていきたいと思っております。
特に野遊会につきましては、恒例のバス移動を今回は

コロナ対策で取りやめにして、集まりやすい岸壁炉端
での開催にしております。若いメンバーにはかなり無
理をしていただいて、ベテランメンバーにはお散歩が
てらお気軽に、多数のご参加をぜひお待ちしておりま
す。どうぞよろしくお願いしたいと思っております。
こういうロータリー活動ができるということに感謝し
ながら、迫ってまいりました６月 30 日のゴールに向

けて気を引き締めて頑張っていきたいと思っておりま
す。改めましてご協力をよろしくお願いしたいと思い
ます。

さて、本日の例会ですが、親睦委員会の黄色いハッピ
が今日はすごく目立つ感じですが、本当に頑張ってい
ただいております。この間も、親睦委員会にちょっと
顔を出させてもらいました。滝波委員長にはコロナの
影響を最も受けやすいご職業・お仕事柄にもかかわら
ず、本当に出席率の高い委員会を数多く開催していた
だいておりまして、見て分かるようにとても結束力の
高い、素晴らしい委員会運営をしていただいておりま
す。１年を振り返ってはまだ早いですが、この場をお
借りしましてご苦労おかけしていますことにお礼を申
し上げたいと思います。ありがとうございます。

今日も瀧波委員長、親睦委員会が凝りに凝った、ねり
に練った企画をしていただいているようでございま

す。騒ぎ過ぎにはくれぐれも注意しながら全員で楽し
みたいと思います。

本日、よろしくお願いします。





でみて、本当に住んでみなければ分からないことが
幹事報告

市橋夛佳丞幹事

皆さま、こんば

んは。私から幹事
報告をさせていた
だきます。

他クラブの今週の
例会につきまして
はお配りしていま

す例会案内のご一読をお願いします。いま杉村会長か
らありましたが、本日の夜間例会はマスク会食の励行
をお願いします。

また、野遊会の返信期日が迫っておりますので、皆さ

あって、まさに釧路が「住んでよし、訪れてよし、北
海道」の代表だなと思いました。

先般、転勤族の方々の皆さんが仰っていたように、こ
の釧路の可能性も高いと思います。これから将来に向
けた街づくりが釧路もどんどん進んでいくと思いま

す。その中でＪＲ北海道グループとしてもいろいろ貢
献していきたいと思います。

また、引き続き皆さま方の協力をいただいて、
ＪＲ北

海道の事業も展開していきたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうござ
いました。

ま奮ってのご参加のお願いを申し上げます。一度返信
された後、参加できるようになった方がおりましたら
奮ってご参加をお願い申し上げます。

■

本日のプログラム ■

夜間例会「ロータリアン格付けチェックナイト」

また、釧路南ロータリークラブ創立 50 周年の例会が

親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長

時世ですので杉村会長が当クラブを代表してスポン

睦委員会の瀧波で

上げます。

ご挨拶にもありま

６月 10 日開催でご案内が来ております。こういうご

サーとしての参加となっておりますことをご報告申し
以上となります。本日、1 日どうぞよろしくお願いい
たします。

こんばんは。親

す。先ほどの会長
したとおり２カ月
ぶりの夜例会で、
親睦活動委員会の

メンバー全員で準備を重ねてまいりました。いろいろ

転勤報告
北海道旅客鉄道㈱ 釧路支店 山田

浩司会員

ＪＲ北海道の山

田です。この度、6
月 1 日付で札幌に
戻ることになりま

した。2 年間、ロー
タリークラブで活
動させていただき
ました。まさにコ

不手際があるかもしれませんが、皆さんに楽しんでい
ただけるよう頑張ってまいりますのでどうぞよろしく
お願いいたします。

それでは開会のご挨拶を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。
開会のご挨拶
クラブ運営委員会 中島 徳政委員長

たびたびすみま

ロナの真っただ中だったので、活動が自粛、マスクを

せん。クラブ運営

のです。最初は顔を覚えていただけないこともありま

います。

してお会いする機会も多かった

委員長中島でござ

したけれど、最近ようやく顔を覚えていただいて、い

本日は、格付け

ろんな方から声をかけていただく機会も多くなったの
で、もう 1 年は釧路にいたいなと思う機会があった

チェックというこ
とで親睦委員会が

のですが、今回の異動となりました。

練りに練ったプログラムになっておりますので皆さ

道全体でＪＲ北海道

いろいろといじる形になると思いますがご立腹になら

札幌に戻って、北海
グループとしての仕
事をします。
ＪＲ北
海道グループはス

ローガンとして「住
んでよし、訪れてよ

し、北海道」を目指していて、それにわれわれがどう
貢献できるかということを掲げています。釧路に住ん

ん、お楽しみいただければと思います。

ないようにお願いしたいなと思っております。これを
持ちまして開会の挨拶とさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
乾杯のご挨拶
吉田 秀俊パスト会長

皆さん、こんばんは。実は私、４月に新型コロナウ





イルスに感染して、
何とかここに顔を

締めのご挨拶 滝越 康雄会長エレクト

出せるようになり

こんばんは。今

ました。そういう

日はすっかり楽し

たないように大人

た。心底、楽しみ

状況ですから目立

ませてもらいまし

しくしているつも

ました。親睦委員

りだったのですが、瀧波委員長から先ほど今日の挨拶
をお願いされましたので、病み上がりの身で大変恐縮

会の皆さまは本当

にご苦労様でした。

ですけれど後ほど乾杯の音頭とらせていただきます。

なかなか技術が高くなって、後をやる方が大変な気が

ルも近づいてまいりました。昨年同様、今年度も新型

あと、大山事務局員はとても安心感を与えてくれます。

早いもので杉村年度も残すところ１カ月余りと、ゴー
コロナウイルスの関係で例会とか新委員会事業もなか
なか思うように進まない部分もあったかと思います。
そんな状況下ですけれど、今日は久々の夜間例会であ
ります。存分に皆さんに楽しんでいただきたいと思っ
ております。

今日の例会プログラムはロータリアン格付けチェック
ということで、私を含めまして、皆さんが映す価値の
ないロータリアンにならないように節度を持って今日
の例会を楽しんでいただければと思っております。

最後になりますけれど、杉村年度が無事に帰港できま
すこと、そして本日の例会を開催していただきました
親睦委員会の皆さまに感謝を申し上げ、そして私が申
すのもなんですけれど、本日ご参加の皆さんが新型コ
ロナウイルスに感染しないように心からご祈念申し上
げまして乾杯したいと思います。ご唱和を願います。
「乾杯」

前田

あと、中島次年度幹事も私をサポートしてくださいま

すし、地区と人脈が築きあがってきているので、頑張っ
ていきたいと思います。

少しスケジュールを聞いて、さっき数えたら６月〜７
月で 50 件あるのですよ。いろんな出なきゃいけない
場面があるので、グロッキーです。

先週かな、本箱から何か話題がないかなと拾ったら、
立川談志の本が出てきたのですよ。落語だから面白い
だろうと思って見ていたら、なかなかうまいこと言っ
ているのです。
「分相応な大役は、一皮むけば災害で

ある」と。まさに私、いま災害の真最中なので、スケ

ジュールこなすだけで精一杯でございます。この本は、
舟木さんから電話が来る前に読んでおけば良かったな
と思っても後の祭りで。受けた以上、頑張っていきた
いと思います。

いま、世間はコロナだ、その次に戦争だ、と非常に悪
い材料ですけれど、終戦後世代というのは元々サバイ
バルとアゲインストで生きて来ています。とても抵抗

ありがとうございます。
司会

します。

秀幸会員

力がある世代ですので、これを乗り切って頑張って行
きたいと思います。
皆さん、こんば

んは。そろそろ余
興の時間とさせて
いただきます。

最近、髪を伸ばし
マスクをすると誰
にも気づかれない

いずれにしても将来またある格付け、会長格付けが絶
対に来ると思うので、その時に悪い点とらないように
準備していきたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。

間もなくアッセンブリーが始まりますけど、質問もお
手柔らかにお願いします。

では、三三七拍子をお願いします。ご起立ください。

そんな快楽に味を占めている前田が久々に司会を進行
させていただきます。

それでは、さてロータリアン格付けチェック、ベーシッ
ク春の３時間いや 30 分スペシャルこれから始まりま
す。

（ロータリアン格付けチェック 春の 30 分スペシャ
ル）

（手と手をつないで）





本日のニコニコ献金
■杉村

荘平君

夜間例会開催を祝して。コロナに気を付けましょう。

■市橋夛佳丞君

本日、久しぶりの夜間例会。宜しくお願い致します。コロナに気を付けて、マスク会食を

■木下

正明君

一番下の娘の就職が決まりました。

お願い致します。

今年度累計

544,000 円

例会スナップ





