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ロータリー親睦活動月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 「上期を振り返って（ 三役・四大委員長 ）」( 担当：理事会） 

職業奉仕月間
「新年交礼会 」( 担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：君が代・奉仕の理想　　　■ソングリーダー：樋口　貴広君
■会員数　  104 名
■ビジター   なし
■ゲスト　   なし

 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
　皆さま、あけまし
ておめでとうござい
ます。今日は新年交
礼会に多数のご出席
をいただきありがと
うございました。
私どもは３週間の休
暇をいただき、すっかり快適です。気持ち的にはすっ
かりクリーニングが完了した気でおります。今日から
また現実に戻ってきました。パソコン並みに再起動を
かけて頑張りたいと思います。
今年はうさぎ年です。うさぎというのはかわいい動物
で、誰にでも好かれている動物です。私の干支で猪の
一直線で強制の効かないのより、はるかに優秀で、す
ばしっこく機転の利くあの動きはまさしく今の時代に
ぴったりだと思っています。
いろんな雑誌や本で評論家でも毎年「今年は読めない」
という表現が多いのです。「今年は読めない」とよく
言うのですが、過去、生きてきた中で逆に読めた年が
あったかなと思うのです。昔の本で年の初めによく評
論家や政治家が「きついので今年はやめる」とか。あ
れは 1年後に読むと全部外れていると思うのです。
何があったのか「毎年、毎年が勝負」という気持ちで
言っているつもりなのです。
ロータリーの活動においてもスケジュールがだんだん

空白になってきました。私の年度の活動も、私は雌阿
寒岳に登ったことがあるのですが、登山に例えると 1
年を登り始めてから下り終わるまでとした場合、頂上
を目指して「はーはー」「ひーひー」言いながら一生
懸命登るのです。頂上が12月の家族会だとしますと、
それから後が下りですから気を許して「体力はいらな
い」などと言って、のんびり下るわけなのです。とこ
ろが初心者のころ下りで腰を痛めました。登る時より
も下る時にズン・ズンというのが腰に来て、半身不随
になるかというくらい伝って歩いたこともあり、廃業
するかみたいな大変な思いをしたことがあります。
何を言いたいかと言いますと、後半の方は気が緩んで
大事が多くなるので、ロータリーも新年度に向けての
後半はゴールを目指してじっくり慎重に行きたいと思
います。
令和 5年７月の第一例会のこの壇上で次のＳＡＡの
方にハンマーを手渡して早くホッとしたいです。後半、
まだ行事がありますので皆さんの熱心なご協力をいた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上であいさつを終わります。

幹事報告　中島　徳政幹事
　あけましておめでとうございます。今年も１年よろ
しくお願いいたします。
分区からです。先日、皆さんへ告知させていただきま
したが、「2025-2026 年度のガバナーに釧路北ロータ

会長の時間



 

■ 本日のプログラム ■
新年交礼会

リークラブの佐渡
正幸君が決定した」
という宣言が出て
おります。よろし
くお願いしたいと
思います。
　１月のロータ
リーレートは 132 円です。また、クラブの方に札幌
ロータリークラブ様と台北中央ロータリークラブ様か
ら新年のご挨拶のメールをいただいております。後ほ
ど、黒板に貼っておきます。年賀状をいただいた方も、
ありがとうございました。
　本日、理事会が行われ、ユタカコーポレーションの
木村豊年様が退会になり、新しく社長の木村拓也様が
ご入会ということで新入会の会員カードを回させてい
ただいております。2週間の告知期間がありますので
メールをご確認いただければと思います。
本日、理事会が終わりましたので 2月のプログラム
の案内を明日流させていただきますのでご確認くださ
い。ちなみに２月の 3週目の 16日の例会にパストガ
バナーの帯広北ロータリークラブ細川様をお呼びして
の講師例会を考えております。ロータリー財団寄付推
進委員会が担当しますので、ぜひ皆さまのスケジュー
ルを合わせて出ていただけれと思っております。以上
です。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　これより新年交礼
会を開会いたしま
す。司会は親睦活動
委員会・横田英喜が
精いっぱい務めさせ
ていただきますので
よろしくお願いいた
します。
これより新たな年を迎えまして「鏡割り」を執り行い
たいと思います。お名前をお呼びいたしますのでご登
壇をお願いいたします。
2022-2023 年度釧路ロータリークラブ会長・滝越康
雄君、副会長・清水輝彦君、幹事・中島徳政君、会長
エレクト・後藤公貴君、次年度副会長・樋口貴弘君、
次年度幹事・佐藤貴之君。

それでは私が「せーの」と声をおかけしますので、「ヨ
イショ」のかけ声とともに鏡割りを行いたいと思いま
す。会員の皆さまもご唱和をお願いいたします。

（鏡割り）（拍手）

それでは、これより祝杯を上げたいと思います。
祝杯のご発声を舟木博パスト会長、よろしくお願いい
たします。祝杯はお手元の福司で行いたいと思います。
皆さま、ご準備をよろしくお願いいたします。

祝杯のご発声
舟木　　博パスト会長

　みなさん。こんば
んは。挨拶のへたな
舟木です。今日は一
言話をしてから鏡開
きの乾杯をさせてい
ただきたいと思いま
す。

私のライフワークで四国の八十八か所巡りをやってお
りまして、約3,000キロを歩かせてもらったのですが、
そこのお寺のご住職さんの言葉なのですが「和顔施（わ
がんせ）」という言葉があります。その言葉をお知ら
せしようかなと思っております。
言葉を漢字に直しますと、平和の「和」、それから顔
の顔面の「顔」、「せ」は施す・施工するの「施」。和・
顔・施という３つの言葉なのですが、文字通りに人々
に笑顔を施しなさいという意味だと思います。笑顔は
人を幸せにし、そして豊かにするものだと思っていま
す。こんなことを続けることが修行のひとつと理解し
ております。
話はちょっと変わります。若い時に業界の日本一と言
われるような会社を訪問することがありました。その
時によく人から「その会社はトイレを見ればよく分か
る」と言われていましたので、少し期待してその会社
のトイレに行きましたが、特別なものは何もありませ
んでした。しかし、トイレの鏡の横に「笑顔は最高の
サービスです」と書いてありました。それとともに「し
かも、お金は１銭もかかりません」と書いてありまし
た。
さすがに日本一の会社だ、違うな、と思いました。こ
のコスト「ゼロ」の和顔施というサービスを皆さんの
会社にもぜひお勧めいたします。
和顔施の一言というか、余計なことかもしれませんが、
今年１年間、一生懸命修行してまいりたいと思います。
それでは皆さんと今日の鏡開きを一緒に乾杯したいと
思います。皆さん、よろしくお願いいたします。
それでは、今年の半期を終わって、これからの後半戦、
滝越年度が無事成功することを祈念して乾杯したいと
思います。

（乾杯）



 

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　ここで本年、賀寿を迎えられる皆さまをお祝いし、
クラブより記念品を贈呈させていただきます。本年は
還暦を迎えられる方が 2名、喜寿を迎えられる方が 3
名、卒寿を迎えられる方が１名いらっしゃいます。プ
レゼンターは滝越会長、よろしくお願いいたします。
まず本年、還暦を迎えられる昭和 38年生まれ満 60
歳の皆さまを紹介させていただきます。

還暦を迎えられたメンバーのスピーチ
髙橋　直人君
　皆さま、あけまし
ておめでとうござい
ます。還暦を迎える
ことになりました。
自分ではまだまだと
思っていたのです
が。まだ 59なので
すが、誕生日は11月6日なのであと10カ月あります。
それまでに何とか頑張って成長していきたいと思いま
す。これからも皆さんどうぞ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
関向　一君
　おめでとうござい
ます。77歳という
年を忘れていたの
で、まだ、69くら
いかなと思っていた
のですが、お祝いあ
りがとうございまし
た。

滝越　康夫会長
　こういう年の祝い
を貰うのですが、嫌
なのは年がばれちゃ
うことですね。せっ
かく表では隠してい
るのに、70代になっ
てなおなお隠してい

るのだけれど、だんだん迫ってくるのですよ。60、
65、70、77、80、88 歳とか、これ多すぎて嬉しい
ような、ありがたいような。
ちょっと私には疑問がありまして。ここに古希、喜寿、
傘寿、米寿とありますが、これは 70歳から 88歳、
90歳なのですよ。昨日これはいつ頃できたのかなと
疑問に思って。平安時代に死ぬ平均年齢は 30～ 40。
室町は 16歳、江戸時代で 31.7 歳、明治でも 44歳。
この時代に 80歳まで生きるのはあり得るのかなと

思って。これはいつからできたのか、神社さんが仕組
んだ企画かなと思ったりして、昔はなかったと思いま
す。そんなことで、この後で調べてみます。余計なこ
とですけれど調べるのが好きなものですから以上で
す。ありがとうございました。

卒寿を迎えられたメンバーのスピーチ
泉　　　敬君

90 歳と言われても
まだ 90の気分じゃ
ないので。満で数え
るとあと 1カ月と少
しで満 89歳になる
のですよ。数え年で
いくものですから

90歳なのですけれど。ここの会員で 90歳を迎えた
のは清水先生以外にはいないと思います。私は多分２
番目だろうと思っています。
私がここ、釧路ロータリークラブと関係しているのが
1950 年です。1950 年というのは写真がありますが、
この写真に私は写っているのです。
というのは、私の父がリチャータの時の会員だったの
で、それでリチャータで祝賀会をやって、私は中学校
３年生の時について行ったので、たまたまこの写真に
写っているのです。この写真はうちのクラブに置いて
いないということで、私の所にあるものを提供したの
です。
ロータリーとのつき合いが非常に長くなっていて、こ
の会に入会したのは私が 26の時ですのでもう 63年
が経ちます。63年前となると、まだ北クラブが 2～
3年経つとやっと 10周年というころで、北クラブの
10周年に出席したのを記憶しています。それ以外の
クラブはまだできていなかったので、メイクアップに
大変苦労したことを覚えています。
この新年会も昔は、全員が畳の上であぐらをかいて、
みんなで酒のやり取りをしながらお祝いをした記憶が
ずっとあったのですが、ここ何年かは椅子席で行うよ
うになってから会員同士のお酒をついだり・もらった
りというのはなくなってしまいました。
私の仕事の関係でも弁護士会もそうです。弁護士会は
昔、人数が少なかったですから『八浪』でできたので
す。八浪を分からない人が多いかもしれませんが、
ちょっとした会合は八浪の座敷で。うちの会員にも八
浪の樋口さんが入っていた関係もあったのですが、八
浪の畳の上で宴会を行うのが当たり前だったのです。
今はテーブルになってしまって、弁護士会も数がとて
も多くなって、畳の所ではできなくなってホテルの
テーブルで行うのでなかなか昔の雰囲気は出ないです
ね。それはしょうがないのかなと感じています。
私もこんなお祝いもらって、これは 90歳まで生きて



 

いかないといけないのかなと思っていて。もう、長居
をしてみんなに迷惑かけてばかりになって、あまり役
に立たないですが、もうたいして長くはないと思って
います。まぁ、よろしくお付き合いをいただければあ
りがたいと思っています。どうもありがとうございま
した。

（手に手をつないで　合唱）

締めの挨拶
吉田　潤司パストガバナー

　皆さん、こんばん
は。いつもの夜間例
会と違ってこういう
アットホームな例会
もなかなかいいもの
だなと改めて思いま
した。敬さんの、昔

と比較をするのは悪いと言っている訳ではないです
が、こういうみんなと話し合えるのもいいのではない
かと思います。
滝さん、本当に上期はご苦労様。さっきのご挨拶の中
で山を登って下り坂、ケガをする人はいません。箱根
の駅伝も登るよりも下りが大変だというぐらい大変な
のですが、上期はいろんな公的な行事がたくさんあり
ます。また今まで役員、理事、幹事もいろいろなこと
をやってきました。会長になって改めて分かること、
大変なこともたくさんあると思います。まして、7分

区のリーダークラブですから何があっても「釧路クラ
ブさんだ」と相談事もたくさんあったと思います。そ
ういう中を乗り越えて下期は滝越カラーを出していた
だいて思い切ってやっていただきたいと思います。
釧路クラブのいいところを伸ばす、ダメなところは少
し改善する。いろんなことがあると思います。この中
身は置いておきまして、ぜひ下期もケガしないように
体を大事にして頑張っていただきます。
その後は、いよいよ後藤さんの年度が始まります。過
去に会長やった人も1年間はあっという間に過ぎたっ
て気がします。滝さんも半年はあっという間に過ぎた
と思うのですが、後藤さんもアイデアマンですからい
ろいろと企画されたりしていると思います。何とか釧
路クラブのいいところを少し伸ばし、ちょっと気にな
るところは改善する。大きく物事を改善するとあつれ
きが出ますけど、これを少しクラブのため、会員のた
めに改善することも大事だと思います。
このお二人を含めて、われわれもまた 1年間頑張っ
て行きたいと思います。今日はどうもありがとうござ
いました。
最後に皆さん、立っていただきまして三三七拍子で締
めたいと思います。ご唱和お願いします。

（三三七拍子）

ありがとうございました。

本日のニコニコ献金

■滝越　康雄君 　あけましておめでとうございます。3週間のお休みを頂き静かな良い新年でした。残る半
　　　　　　　　年間皆様のさらなるご協力をお願い致します。
■清水　輝彦君　今年もスムーズな司会を心掛けて頑張ります。①娘がスキーデビュー。楽しかった。
　　　　　　　　②当院のコロナクラスター 3分の 1で収束。ご心配おかけしました。
■中島　政徳君　下期も宜しくお願い致します。
■舟木　　博君　いつもお世話になっております。

今年度累計　　305,000 円　　



 

新年交礼会スナップ








