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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
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月間テーマ

会員増強・新クラブ結成推進月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

新入会員歓迎例会 ( 担当：クラブ研修委員会・親睦活動委員会）

次週例会

講師例会「カラダと栄養と私」( 担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：それでこそロータリー
■会員数

2022-2023 年度
国際ロータリーテーマ

2022-2023 年度

ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ

第 2500 地区ガバナー

久木 佐知子（旭川西 RC）

■ソングリーダー：

104 名

■ビジター なし
■ゲスト

会長の時間

なし

滝越

康雄会長

最近のロータリー

の動きの報告です。

まって」というのはロータリーかなと思って、まぁ、
楽しかったです。

今日は『新入会員歓迎会』です、酒の肴になるよう

先週の土曜日に

な話を新入会員にプレゼントしたいと思います。全く

の『会員増強セミ

最近、雑学の本から「二枚目ってなに」がポンと出て

Zoom で分区として
ナー』が行われまし

た。本当は Zoom で

なくても良いのですけれども久木ガバナーも出ていま
したので、一応 Zoom という形で。

司会者はもちろん邵地区増強委員長で、大事な立場で
全体の司会を行いました。

釧路クラブからは、吉田秀俊会員増強委員長と私と

幹事の 3 名で参加いたしました。

先ほども申し上げましたけれど、邵地区増強委員長の
手前もあり、他のクラブも北クラブさんにもあおられ
て、
「〇人だ」
「△人だ」と、いつもの調子で「実際の

数字を言おう」というくらい追い込まれまして、非常
にきついセミナーでした。

セミナーの後、
『ぎゅう太』さんで懇親会を行いま

した。その時の集まりは 30 分ぐらいしか時間がなかっ
たのですが、音別であれ、白糠であれ、どこから来た
のかと思うくらいピタッと集まりました。
「それなら

最初から会議室でやった方が良かったのでは」という
意見もありましたけれど、何か矛盾している気がしま

す。離れているから Zoom なのだけれど「懇親会は集

ロータリーと関係がない話を持ってきました。

きて、それを少し深掘りしました。
『二枚目』といっ

ても皆さん分からない、自分が二枚目だと思っている
方はたくさんいらっしゃると思いますけれど、これは
歌舞伎の看板から来ています。

歌舞伎には１枚目から８枚目までの８枚の表看板があ
るそうです。番号で言うと１枚目は主役、２枚目が色
男、３枚目がお笑い担当、４枚目が中軸でまとめ役、
５枚目が敵役、６枚目が実敵で憎めない善要素のある
敵役、７枚目が実悪で巨悪・全ての悪事の黒幕とあっ
て、８枚目は座長で元締めとなります。ここにたくさ
んの男性諸君がいるので、リストを見たら「俺はこの
役だな」ということでとても分類が面白いです。

一枚目は、そのままの主役で一枚看板。代表で、デン
として駆け出しの看板で、すべてを解決する男です。

二枚目は、色男、色物担当。歌舞伎は、優男・美男子・
色男で、ここにもいるような気がしますけれども。三
枚目は、お笑い担当・道化役。役でいうと親睦活動委
員会ですね。そういう形で八枚目までありますから中
を探ると面白いです。

一枚目は、一枚看板とも言いまして、お武家さんから





部下・小者に渡される衣服のことを一枚看板といい、
一張羅しかないということです。それが歌舞伎では、
中心人物として働きます。

二枚目は、歌舞伎というのはとても悲劇が多いので、

恋やロマンで飾らないとストーリーにならないもので
すから「華やかで、柔らかい美男が必要」ということ
で、誰しもこの役はやりたいのだと思います。

歌舞伎の二枚目のエピソードです。江戸後期の市川團
十郎が芝居で被った水を徳利に入れると、それを買う
人いる。痰を道端に吐いたら、それを包んで大事にす
る女性もいる。十一代目市川團十郎においては、若い
ころ『海老蔵』という名前で売り出しましたが、女性
ファンが多いのです。その当時の女性ファンは海産物
の海老を食べなかったそうです。
『海老様』というこ
とで。

こういう八枚の分類というものは、組織で適正に配置
をすれば役に立つということで、極端ですけれどロー
タリーの委員会配置や情報集会も個人のキャラで配置

３点目は、大道住職のお話です。最近、お顔が見え

ないのでご連絡したところ、７月４日からご入院をさ

れているそうです。ご病気は「嚥下（えんげ）不全症」
ということで、飲み込み等ができなくなっての入院の

ようです。手術もされて、
いまは水も飲めるようになっ
て、今日のお電話では重湯もそろそろ始まるというこ
とでした。
「また元気になったらロータリーに戻って

まいります」ということでしたので、お知らせをしま
す。いまの大道さんの体重が 49 ㎏ということで、

ちょっと信じられない。スポーツマンの大道さんがと
いう感じで思っております。

ロータリーの規定によりまして、お見舞いを出させ

ていただきましたので併せてご報告をさせていただき
ます。

以上です。

新入会員紹介 スポンサー 滝越 康雄会長

こんにちは。小林

すると意外ときちっとした良いものができるかなと

祐介君をご紹介いた

組織も面白いもので、歌舞伎がとても参考になりまし

東京海上日動火災保

思っています。たくさんの人がいると個性も豊かで、

します。ご勤務先は、

た。江戸の歌舞伎、これしか楽しみがない時代にはと

険株式会社釧路支

ても大事なことだったのです。私は江戸史が割と好き
なものですから。

全くロータリーと関係はありませんけれども、今日

私が話したことは少し頭の隅に残ると思うのでと記念
にプレゼントします。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
幹事報告

中島

徳政幹事

私、いじられ役が何枚目かは知りませんけれども、

いじられ役の中島でございます。
幹事報告が３点あります。

旭川の『地区大会』は 10 月８〜９日と皆さんにご案
内をして、締め切りが先週となっておりました。24

名がいまご登録いただいております。もし忘れていた
方は事務局か私に早めにご連絡をいただければと思い
ます。例年どおり「くしろナイト」を行って、楽しい
旭川の夜を過ごして帰って来たいと思いますので、ご
協力をよろしくお願いいたします。

２点目は、先週ご案内した上期の『情報集会』炉辺

会合です。まだリーダー・副リーダーで日にちと時間

を決められていないところは、まずはリーダー・副リー
ダーで連絡を取っていただいて、場所は決まっていま
すので、日にちと時間を確定して事務局にご連絡いた
だければと思います。皆さまで、もし、自分のグルー
プに参加できない日程でしたら他のところにぜひ参加
していただければと思います。全体が決まったらご案
内いたしますので、変更を申し出ていただければと思
います。

社。肩書きは、釧路
支社長さんです。７

月に杉浦前会員との交代でしたけれどもいろいろとお
忙しく、延び延びとなり本日に至っています。

私との関係は、もちろん仕事上、元請け保険会社です
ので、ここから収入を受けて食べていますのでとても
大事にしております。けれども、着任以来、お互いに
忙しくて一度、飲食といってもミスタードーナツで、
彼はコーヒーを、私はコーヒーとポンデリングを食べ
て 30 分です。勘定は割勘という関係で癒着もござい
ません。

小林祐介君は、1974 年の寅年に神奈川県のお生まれ
です。47 歳。前は山口県で勤務されていて、今年４

月に着任です。猛暑の所からこちらへ来てとてもさわ
やかではないかと思います。奥様とお子様がおられま

す。学生時代はボート部に所属。これから行おうと思っ
ていることは道東の温泉巡り。酒は○、ゴルフ△、そ
して麻雀 × になっています。この麻雀、私も麻雀は

ダメです。これには深い縁がありまして、私の父親が
家一軒をなくするくらい麻雀をやっていました。亡く
なってから、ある人から「お父さんのあだ名知ってい

るか」と聞かれたので、
教えてもらったら「
『負け越し』
さん」と言われました。あれ以来、麻雀は禁止で通っ
ています。私のことを話して申し訳ないです。

最後の行、28 歳で〇〇を持ち、
▽▽病院所属。これは

自分で個人情報を申し出ていますけれども、喋りませ
ん。

東京海上の二代前の釧路支社長さんは、芸能にすごい





才能を示してくれていました。

ロータリーは、ひとえにローカルですから釧路は釧路

夜間例会で発揮していただければと思うところでござ

仲良くなってください。

小林支店長にはその辺を期待していて、隠れた才能を
います。あとは自己紹介をいただきます。
司会

それでは、小林君からご挨拶をお願いいたします。

そして、委員会配属ですが、親睦活動委員会でお願い
したいと思います。委員長の横田君、よろしくお願い
します。

新入会員の紹介が慣れたと思っていたら今後しばらく
途切れます。どなたか新入会員の紹介をぜひお願いい

たします。なにせ邵地区委員長を輩出していますので、

新入会員挨拶
東京海上日動火災保険株式会社 釧路支社
皆さん初めまし

なりの楽しみ方がありますので、早く慣れてみんなと

支社長

小林祐介君

て、東京海上日動

恥ずかしいことはできないので、これから頑張りたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

の小林と申します。
この度は歴史と伝

■

統のある釧路ロー

本日のプログラム ■
新入会員歓迎例会

タリークラブに入
会をお認めくださ

いまして本当にありがとうございます。どうぞよろし

クラブ研修委員会 天方 智順委員長

皆さん、こんばん

くお願いいたします。

は。たぶん見た目は

いま、会長からご紹介をいただきました「元請け」

『五枚目』
、どちらか

しっかりと保険会社に対してゴリゴリと言われている

と思いますので、五

などは一切お忘れいただければと思います。会長も

というと人相が悪い

ところは、私どもの普段のビジネスでございます。い
つもお世話になっております。

枚目辺りかなと思い
ます。

杉浦がこれまでこちらで大変お世話になりましてあり

なにはともあれ、今日ご出席の新入会員の皆さま、ご

海上日動の釧路支社へ参っております。

先ほど、きっと滝越会長が緊張をされていたか慣れて

がとうございました。その後任として、この度、東京
ご紹介いただきましたとおり、私どもは転勤族でし

て、生まれは神奈川県ですけれども神奈川で勤務をし
たことは一度もございません。全国を転々としており

ます。前の勤務地は山口県周南市という所で、
『出光』

の発祥の地です。海賊と呼ばれた男・出光佐三さんが、
日本で製油所を初めて作った所で、その出光さんにあ
る意味助けていただく形で損保業界のわれわれも仕事
をさせてもらっていて、私は周南市 5 年間勤務して
おりました。

たまたまロータリークラブとは、ご縁もありまして徳
山ロータリークラブでいろいろご指導をいただきまし

入会おめでとうございます。

いなかったのか、小林君に対して間違ったことをおっ
しゃったので、訂正をしたいと思います。小林君には
お子さんがいません。奥様と一緒に釧路に住まれてお
りますので、皆さん誤解のないようにお願いしたいと
思います。

今日は研修委員会担当で、本当は親睦活動委員会との
共催だと思っておりますのでビールを目の前にしての
長い挨拶はパッと止めまして、マイクを譲りたいと思
います。

今日はどうぞよろしくお願いいたします。

た。そこを 3 月に年度途中で卒業して、今回こちら

親睦活動委員会 横田 英喜委員長

若輩者で、個人的にはいろいろ楽しみたいと思ってお

は。それでは、本日

せん。どうかご指導のほどよろしくお願いいたします。

会員歓迎会 ピッカ

にお世話になることになりました。

りますが、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれま
どうぞよろしくお願いします。ありがとうございま

す。

新入会員へ歓迎の言葉

皆さん、こんばん

のプログラム『新入
ピカの１年生』を開
催したいと思いま
す。

滝越 康雄会長

小林君は、以前にロータリーにお入りいただいたと

いうことで初心者としての心得は省略いたします。

本日入会されました小林祐介君をはじめ、
前回の『新

入会員歓迎会』後に入会をされた方、そしてそれ以前
に入会をされていましたが、まだ歓迎を受けていな





かった二宮君を合わせまして 12 人の方が対象です。

親睦活動委員会の

今回は、７名の方が参加されております。まだ皆さ

皆さん、お疲れさま

思いますが、この機会を利用して積極的に新入会員の

ロートル・新人が入

んの名前と顔が一致していない方がいらっしゃるかと

でした。ベテラン・

皆さまと交流を深めていただきたいと思います。

り交じっての設え、

それでは、乾杯のご挨拶を青田敏治パスト会長、よ

ろしくお願いたします。
乾杯挨拶

青田

敏治パスト会長

大変楽しく呑ませて
りがとうございます。

皆さん、こんばん

は。すぐ乾杯します
から起立をお願いし
ます。

今日は新入会員の皆
さんの歓迎例会とい
うことです。昼例会

ではなかなか馴染めないようなところをこの夜の酒が
入ったところで、グッと踏ん張って親睦もかなり盛り
上がるのではないかと期待をしております。

そうなってくると、次からの例会にも出やすくなるこ
とになります。今日は新入会員の皆さんも、会員の皆
さんも一緒に楽しんでいただきたいと思います。
それでは、乾杯します。よろしいですか。

いただきました。あ

そして新入会員の皆さん、コロナ禍ということで、こ
のような例会に参加ができなかった方もいるかと思い
ます。また、このような歓迎をされていなかった方も
いたかと思います。

私はロータリーの一番良いところは、このような形で
親睦を図って仲間と深いお付き合いができるところに
大きな魅力があると思っております。本日、この歓迎
会に参加をしていただいた新入会員の皆さん、そして
残念ながら参加できなかった 5 名の方も含めて、昼

の例会も大変素晴らしい例会ですが、人と人との親睦・
交流をより深められるのは、この夜例会だと思ってお
ります。

先ほど、なにか出づらいみたいな声も聞きましたけれ
ども、なんとか参加をしていただき、良い交流を図れ
る機会を多く作っていただければと思っております。
もうひとつ大事なことは、この後に、二次会がある

と思います。その二次会の席にもぜひ参加をしていた
この後、新入会員歓迎例会ではお一人づつ紹介し、新
入会員の芸術度（習字・音楽・美術）のテストを中心
にしたゲームで会員一同楽しい時間を過ごしました。

だけるとより交流が深まると思います。また釧路ロー
タリークラブが好きになると思います。ぜひ、今後と
もよろしくお願いしたいです。

私の任期は来年になりますけれども、今日いらっ

しゃっている皆さんと仲良くできると思っております
ので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

それでは、最後「一発」で締めたいと思います。ご

中締め挨拶

後藤

公貴会長エレクト

何かいろいろなものが散らかっているような気がし

唱和をお願いいたします。

それでは、釧路ロータリークラブの益々の発展と、

ますが、大丈夫でしょうか。

本日ご参加いただいた新入会員のお仕事のご発展、そ

来週、ニコニコを持ってまいりますので、ご容赦いた

一発で締めさせていただきたいと思います。

「元気ですか！」

だければと思います。

してロータリークラブでの活躍をご祈念いたしまして

本日のニコニコ献金
■黒田

恒史君

別会社を立ち上げ、白糠町にて純国産キクラゲを栽培し、弊社アグリ事業部にて販売し

ております。今後とも皆様のご指導をよろしくお願い致します。
」

今年度累計

64,000 円





新入会員歓迎例会スナップ





