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清水 輝彦
中島 政徳
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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
0154-24-0860
0154-24-0411

月間テーマ

経済と地域社会の発展月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

夜間例会「クイズ

次週例会

講師例会「 釧路製作所 宇宙への挑戦 」( 担当：プログラム委員会）

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）

会長ってどんな人！」( 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

2022-2023 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：浅野 清貴君

104 名

■ビジター 伊藤 夏香君（東京向島ロータリークラブ）
■ゲスト

なし

会長の時間

こんばんは。最近、

滝越

康雄会長

街を歩いていますと
木の葉もすっかり落
ちて、季節の変わり
目を感じます。新聞
のスポーツ面をめく
るとプロ野球も日本

シリーズが真っ盛りです。これもだんだんこれもク

ローズし、今日も道新にスピードスケートの記事が出
てきて、スポーツも季節の変わり目でございます。

ロータリー関係のニュースです。2024-2025 年、再
来年のＲＩ会長は女性で二人目のステファニー A.
アーチック会長に決まったという流れです。

ロータリーで地元の話題では、地区で 10 月 19・20

日の『ポリオデー』で、FM ジャックでは清水先生と
私がご案内していたのですが、24 日に聞きましたら

知らないドクターが出てきたので、あれっと思ったら
日程を取り違えていました。それでも、同じ趣旨で

30 分という長い時間でしたが、お聞きになった方も
多いと思います。

ポリオ、ポリオで来ていますけれど、アフガニスタン
とパキスタンでまだポリオが残っている現状です。ま
た、世界のところどころで発生して、気を許せない病
気だということです。私も小さいときにポリオ、いわ
ゆる小児麻痺で、子どもな

どが罹って残酷な病気だと記憶しています。ポリオと
カタカナで言うと柔らかいですが、あの恐るべき小児
麻痺かと。手を緩めないで行うロータリーはさすがと
思っていて、これからも続けて欲しいと思います。

釧路ロータリーの行事です。伝統のロータリーカップ
は、コロナ感染後は中断しましたが再開に向けて委員
会では学校と打ち合わせ中です。単に再開すると思っ
ていたら、選手の人口が非常に少なくなってきている
問題・課題・悩みを抱えていて、委員会でもんでいま
すので近々、いい結果を出して皆さんにご案内できる
ものと思っております。

本日は 10 月の第４例会です。ロータリーの会長ノミ

ニーと理事を決める時期が迫ってきておりました。釧
路ロータリークラブ細則の第５条第１節の本クラブの

年次総会は、
12 月第１例会が総会です。次年度の理事・
役員の選定を規定により行わなければなりません。

本日の 10 月 27 日、細則第 3 条第 1 節で年次総会１

カ月前において、次々年度の会長ノミニー、次年度副
会長・幹事・会計・理事の候補者を指名することを立
てることを求めなければならない規則になっていま
す。ここで今日、告示といたします。

自薦・他薦をもって次々年度の会長・次年度副会長・
幹事・理事の候補者が立てる旨告示し、候補者は 11

月 17 日の第 2 例会まで理事会までお申し出ください。
その後、もし 11 月 17 日までに立候補者、志の方が

いないことになれば、別途、指名委員会を設置し、会





長・直前会長・会長エレクト、会長指名の委員をもっ
て指名委員会を構成し、理事関係の指名を行います。
最終的に 12 月１日の総会においてご案内する運びに

■

本日のプログラム ■

夜間例会「クイズ

会長ってどんな人！」

なります。今日をもって規定の通り告示としますので
よろしくお願いします。

親睦活動委員会 横田 英樹委員長

以上でございます。
幹事報告

皆さん、こんばん

は。親睦活動委員会
の横田です。本日の

中島 徳政幹事

幹事報告をさせていただきます。

例会は『クイズ

2023 年度国際ロータリー年次大会メルボルン大会の

長ってどんな人』と

ご案内と参加旅行募集案内が事務局に届いておりま

す。ご興味のある方、行きたいと思っている方、是非

会

いうタイトルにさせ
ていただきました。

おたずねいただければと思います。

滝越会長が就任して４カ月。滝越シップ 86 のロケッ

ます。次の日曜日には米山奨学生チャリティーゴルフ

会長にスポットを当てまして、メンバーがより滝越会

11 月のロータリーはロータリー財団月間となってい

も開かれて募金をいただくことになっています。参加
されない皆さまも今日の例会にご出席ということで例
年ではありますけれど、後ほど米山の募金箱を回せて
いただきます。いつもどおり気持ちよく募金をいただ
ければ助かりますのでご協力のほどよろしくお願いい
たします。以上です。

トも安定飛行を続けています。そこで本日の例会では、
長の人柄、人となりを知ることによって今後のロータ
リー活動を楽しく、団結して親睦を図ってもらえるよ
うに企画をいたしました。

メンバーの方にはいつかやってくる会長職。パスト会

長である会長経験者の方には「目指せ次はガバナーだ」
ということで、吉田潤司パストガバナーを含め、４名
の方に質問をすることによって苦労話を聞かせていた
だき、人柄を感じさせていただければと思います。

来訪ロータリアン挨拶
東京向島ロータリークラブ 伊東

夏香君

はじめまして、東

京向島ロータリーの
伊東夏香と申しま

す。皆さまにお会い

それでは、乾杯のご発声を吉田秀俊パスト会長、よろ
しくお願いいたします。

乾杯のご発声 吉田 秀俊パスト会長

皆さん、こんばん

するのは偶然、こち

は。今日の例会は
『会

て。急に参加させて

いうことで、直前会

らに出張がありまし

長ってどんな人』と

いただいたのに、皆さん気軽に名刺交換などさせてい

長の杉村君、今年度

ただきましてありがとうございます。

皆さん、東京向島はどんなイメージがありますか。

会長の滝越さん、そ
して次年度会長予定

スカイツリーが一番有名になります。地域的には古い

者の後藤君の人物像に迫るという大変興味深い例会に

なのは向島の料亭街になります。東京向島ロータリー

私自身、杉村君とは約 15 年、後藤君とは 20 年、そ

もの、新しいものがいろいろあって、古いもので有名
にも料亭の女将さ
んもいらっしゃい
ます。私は東京商
工会議所で隅田支
部の役員をさせて
いただいておりま
す。その商工会議

所の仲間にも料亭の女将がいらっしゃいます。

古いものを大切にしながら、東京スカイツリーなど新
しいコンテンツなども活かして、いろいろな方に観光
に来ていただいております。ぜひ、皆さまも一度向島
に遊びに来てください。お待ちしております。
ありがとうございます。

なっています。

して滝越さんとは 30 年来の付き合いがございますの

で私なりの人物像はできあがっていますけれど、今日
の例会を通じて私の知り得なかった一面を垣間見られ
たらいいなと思っております。

嬉しいことに私が会長の時に、こういうことが無く、
安心していたのですが、今日は皆さんの知らざること
を聞きながら、皆さんとともに楽しんでいきたいと
思っています。

ただ、ここ数日、朝晩の冷え込みが大変厳しくなって
おります。コロナの感染者数が増加傾向にあります。
そして今年の冬はインフルエンザも流行するといやな
予報も出ておりますので、そこを頭の片隅において今
日一日を大いに楽しんでいただければと思っておりま





す。

会当初、先輩からよく聞かされたのは、昔はベテラン

ました親睦委員会の皆さまに心から感謝申し上げます

ろいろ細かいことを言う人が沢山いたそうなんです。

最後になりましたが、本日の例会を企画していただき
とともに、本日ご参加の皆さまにご健勝、そして滝越
年度がますますパワーアップすることを心からご祈念

の会員で、礼儀やしきたり、出席日数などについてい
そういうタイプが、今はいなくなったこと。

当時、吉田潤司さんがよく「昔さ、
◯◯という爺さ

申し上げまして乾杯したいと思います。

んはうるさくて、しつけが厳しくて参ったよな」と。

準備はよろしいでしょうか。

聞きしました。それを聞いて私は『なるほど、あの人

皆さん、大きな声でご唱和お願いします。

これは吉田さんだけではなく、他からも同じ言葉をお

それでは「乾杯」

たちは自分がベテラン会員になったときには、ああい

ありがとうございました。

うことはしない、と心に決めたのだな』と思ったので

「クイズ会長ってどんな人」と題して昨年度杉村直前

会長、滝越会長、後藤エレクトに関したクイズでメン
バー共々楽しい時間を過ごしました。

石田

年目でプログラム委員長を仰せつかったとき、右も左
も分からず、今は亡き大ベテランの川口さんにどうし
たらいいのかお聞きしたら、
「君の好きなようにやり

なさいよ」と言われて、なるほど、そういうものか、と、

（手に手をつないで）
中締めのご挨拶

した。そのひとつの現れなのでしょうか。私が入会３

妙に納得したのでした。過去にうんと締め付けられ、

「あんな年寄りにはなりたくない」と肝に銘じた人た
博司パスト会長

中締めは乾杯でさ

せていただきます。

ちが、今やベテランとなり、釧路クラブのこの空気を
生んだのだと思います。

もうひとつ、いつも私が言うのですが、うちのクラ

まずは飲み物を用意

ブは転勤族の方、私の言葉で言うと外人部隊がいます。

い。

ている巨大企業の出先の人たちで、そのような人たち

しておいてくダサ

年々そうなのです

が、特にこの１〜２

の新入会員の方と話していますと、みんな、一様に「こ
の釧路クラブに入って良かった」と、本音で言ってい
るのが聞こえてきます。とても嬉しいことです。

いつも言うのですが、誰がそういう釧路クラブの雰

囲気をつくったのか。これについて、先頃、天方君か
らこんな意見を聞きました。彼が言うには、この雰囲
気をつくったのは清水幸彦さんだというのです。

清水さんが当時お若くしてガバナーを務められ、パ

ストガバナーとなられてクラブのふつうの会員に戻ら
れても、特に威張ることをしない、偉ぶらない、こう
したことが今の釧路クラブのよき伝統を作っていった
のだ、と天方君は言うのです。私はなるほど、と思い

この人たちは日本中、あるいは世界を股に掛けて動い
の前で、我々地元の人間がお山の大将など恥ずかしく
てしていられないという、いわば無意識の行儀、しつ

けになっているのではないか、と思うのです。これは、
出先の方にいつか聞いてみたいところです。

いずれにしても、その出先の方からも「釧路クラブ

は良いところだ」と言われている、この釧路クラブ。
若手の方たちには、この良い雰囲気をいつまでも醸し
出すようなクラブであってほしいと思います。

ちょっと長く喋らせてもらいました。乾杯でこの場

を締めたいと思います。これから年度の後半に入りま
すけれど、滝越さん、皆さんの健闘を祈ります。

「乾杯」

ありがとうございます。

ました。

それとは別に、私の体験からくる意見です。私の入

本日のニコニコ献金
■小野寺

俊君

不肖、私母校釧路江南高校の同窓会会長を拝命致しました。
今年度累計

100,000 円





夜間例会スナップ





