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Together ! 次世代へ 共にに築こうロータリー！
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2020-2021年度 釧路ロータリークラブ会報 目 次
月日

回数

プログラム内容

通算

担当

7月2日

1

3595 会長・幹事・四大委員長挨拶

理事会

7月9日

2

3596 ガバナー公式訪問例会

理事会

7月16日

3

3597 写真から語る釧路の今昔物語

プログラム委員会

7月30日

4

3598 納涼ビアパーティー（舟木丸船出式）

親睦活動委員会

8月6日

5

3599 会員卓話「鉄道 趣味の世界」

ブログラム委員会

8月20日

6

3600 講師例会「ゆめいちご 釧路を苺の産地に」

プログラム委員会

8月27日

7

3601 新入会員歓迎例会

クラブ研修委員会

9月3日

8

3602 講師例会「基礎から学ぶLGBTマーケティング」

クラブ研修委員会

9月10日

9

3603 講師例会「息を引き取るということの意味」

プログラム委員会

9月17日

10

3604 嵯峨記念育英会奨学生紹介

9月24日

11

3605 ガバナー事務所慰労会

10月1日

12

3606 講師例会「我が国の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み」

プログラム委員会

10月8日

13

3607 講師例会「新型コロナについて」

プログラム委員会

10月15日

14

3608 米山月間にちなんで

10月22日

15

3609 「もてるワインのたのしみ方」

11月5日

16

3610 第7分区ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事表敬訪問例会

11月12日

17

3611 講師例会「中小企業強靭化法対策」

11月19日

18

3612

11月26日

19

3613 情報集会報告会

12月3日

20

3614 年次総会

12月10日

21

3615 クリスマス家族会

親睦活動委員会

2月18日

22

3616 釧路北ローターアクトクラブの活動について

プログラム委員会

2月23日

23

3617 講師例会「税のよもやま話」

プログラム委員会

3月4日

24

3618 会員卓話「三都物語 経済圏から見る釧路・帯広・函館」

プログラム委員会

3月11日

25

3619 国際ロータリーの現状について

国際奉仕委員会

3月18日

26

3620 会員卓話「今年の展望と輝ける釧路のきっかけ作り

プログラム委員会

3月25日

27

3621 嵯峨記念育英会奨学生 卒業報告会

4月1日

28

3622 講師例会「釧路市のふるさと納税について」

プログラム委員会

4月8日

29

3623 講師例会「災害ボランティアに参加して」

社会奉仕委員会

4月15日

30

3624 地区研修・協議会に参加して

4月22日

31

3625 会員卓話「釧路駅開業120周年を迎えて」

プログラム委員会

5月6日

32

3626 講師例会「釧路の水産」

プログラム委員会

6月24日

33

3627 一年を振り返って

釧路ロータリークラブ創立84年記念並びに泉 敬会員在籍60
周年祝賀例会
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理事会
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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

ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

会長・幹事・四大委員長挨拶（担当：理事会）

次週例会

ガバナー公式訪問例会（担当：理事会）

■ロータリーソング：「国歌」「四つのテスト」
■ビジター

なし

■ゲスト

なし

■ソングリーダー：栗林

ハンマー伝達式
土橋

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

舟木

定正君

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

■会員数

92 名

博会長

賢一副会長

前回の例会で、会長バッジ交換式を行いましたが、

開会に先立ちま

やっとロータリーの会長になったという実感が湧きま

して、ハンマー伝

した。そして今日、ハンマー伝達式を終え、いよいよ

達式を執り行いま

第一例会が始まるのだと思うと、緊張をしております。

す。舟木会長・天

よく『歴史と伝統の釧路クラブ』と言いますが、私

方直前会長・木下

で 84 代目の会長ということです。これから 90 年、

ＳＡＡはご登壇く

そして 100 年と続くハンマー伝達式のハンマーを箱

ださい。

根マラソンのタスキに例え、立派に次の杉村君につな

ハンマーの伝達

げるように１年間頑張りたいと思います。

は、天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより
舟木会長へ

お渡しいただきます。天方会長、ハンマー

会長の時間

舟木

をお持ちください。

博会長
皆さん、こんに

それでは、ハンマーの伝達をお願いいたします。

ちは。本日は第一
例会開始に先立ち、

（天方直前会長より木下ＳＡＡへ、木下ＳＡＡより舟

木下君の鳥取神社

木会長へハンマー伝達）

による神事を事務
所で執り行いまし

ただいま、舟木会長がハンマーをしっかりと受け取

た。本年度１年間

りました。ありがとうございました。天方直前会長、

の釧路ロータリー

木下ＳＡＡはご降壇ください。

の活動の無事を理事・役員の皆さまとともに祈願して

それでは、歴代会長の思いが詰まったハンマーを引き

まいりました。

継ぎました舟木会長より一言ご挨拶をお願いいたしま
す。

例年は第一例会と申しますと、ガバナー補佐一同、
各クラブの会長・幹事の皆さんが来てご挨拶をするの
ですが、今年は変則で２カ月ぐらい後に改めて回ると
いうことで聞いております。





さて、2020-2021 年度は東京オリンピックの年で

立てました。かい摘まんでご説明をさせていただきま

した。1964 年以来の２度目の歴史に残る年の会長と

すと、１番は特に、退会防止に何か役に立つことがで

いうことで楽しみにしておりましたが、その名誉は次

きないかと思いまして、メンバーにやむを得ない事情

年度の杉村君に行ってしまいました。

が発生した場合には救済処置として「休会規定」を設

ちなみに前回の東京オリンピックのときの会長は両角

けることができないかと考えております。理事会など

純三さんでした。また、皆さまご存じの嵯峨記念育英

で、これから討論をしたいと思っております。

会の創始者の嵯峨晃さんは、当時地区分区代理でした。

また、会員拡大は副幹事の池田いずみさんではない

余談ですが、地区分区代理の呼称が『ガバナー補佐』

ですけれど、優秀な女性会員が増えれば良いと思って

に変わったのは、清水幸彦パストガバナーが会長のと

おります。実ははじめ、女性会員が入るというときは

きで、1974-1975 年度でした。当時、清水先生は 45
歳ということで、随分若かったと思って見ていました。
ところで、今年の会長は当年 69 歳、ということで
終わったときには 70 歳のロートルです。昔の言葉で

「女性会員が入るならもう辞めようか」と思っていま
したけれど、このような素晴らしい会員だったら何人
いても良いと思っております。
特に、４番の「国内に友好姉妹クラブを作りたい」

よく『ロートル』を使いましたが、まさにそれに当たっ

という思いが前からありました。それについても理事

ております。歳ということで、老骨にムチを打ってこ

会などでどこか良いクラブを探したいと考えておりま

の１年間スタッフ一同、頑張りたいと思いますので皆

す。

さまよろしくお願い申し上げます。

また、７番の台北中央クラブとの関係をどうするか

つたない挨拶ですが、第一例会の挨拶とさせていただ

ということで、本年度は５年に１度の話し合いをする

きます。ありがとうございます。

場を持ちます。その中で、毎年毎年、周年ということ
で台北中央クラブとは交流をしておりますが、「大変

本日のプログラム ■
会長・幹事・四大委員長挨拶
■

なのではないか」という話もありますので、それにつ
いても検討をしたいと思います。それに関係があるの
ですけれども、台北中央クラブの周年、それと台北中

舟木

博会長

皆さん、度々３

央クラブからガバナーが出ていて『地区大会』、また
来年６月の『世界大会』と。前回来た時に、「３回来

度目の「こんにち

てね」と言われました。とても３回は無理なので、今

は」です、よろし

回は１回に絞って『世界大会』６月 11 日〜６月 14

くお願いします。

日に行きたいと思っております。いまのところ予定と

本日の第一例会に

して 25 名程度の人間で行きたいと思っております。

多数の会員の皆さ

実は、台北ロータリークラブのメンバーの親族がホテ

まに参加をしてい

ル経営もされていますので、本来でしたらホテルも取

ただき大変ありが

れないのですけれど、ありがたいことにわれわれの分

とうございました。特に久しぶりに参加をしていただ

も用意をしていただきました。特別良いホテルですの

いた浅野君、ありがとうございます。今年１年間、役

で、ぜひ皆さん参加の方をお待ちしております。

員でよろしくお願いいたします。すみません、拍手を
浅野君にお願いします。（拍手）
それでは、会長の指針をお話させていただきます。

あとは９番、例会の充実ということで。手作り感の
ある例会を一生懸命作りたいと思いますのでよろしく
お願いします。

先日の『クラブ協議会』に出席された方には、既にお

長くなりますので、そろそろこれで。

話をさせていただいておりますが、会長基本方針に表

最後になりましたが、１年間よろしくお願いします。

したように 2020−2021 年度のＲＩホルガー・クナー
ク会長の「ロータリーは機会の扉を開く」と、2500
地区松田英郎ガバナーの「ランクアップしましょう」

荒井

剛幹事

皆さん、改めま

のテーマを基本に、釧路クラブは「Together ！次世

して幹事を務めさ

代へ共に築こうロータリー！」をクラブスローガンと

せていただきます

して掲げております。

荒井です。どうぞ

クラブスローガンの最初の言葉である「Together ！」

１年間よろしくお

は「ともに」「一緒に」が意味しますように、ＲＩ・地

願いします。私は

区・クラブが三位一体になって奉仕活動ができれば最

当クラブに入会を

高の年になるかと思っております。

して今年で 10 年目

本年度、当クラブは１番から９番までの活動計画を

になります。2011 年３月 10 日、ちょうど『職業奉





仕例会』で福司さんの所へ行って夜間例会に初めて参

聴率と同じなので満席の例会を目指して委員長さんた

加をしました。私はお酒が全く飲めないのですけれど

ちといろいろ相談をして対応をしていきたいと思いま

も、最初に行った所が福司さんでした。その翌日に「東

す。

日本大震災」が起きてしまったこともありますので、

ここで、裏話が１つあるのですけれども。本当をいう

私が入会をした日のことを本当によく覚えておりま

と２月ぐらいから三役と相談をして、少し変わった例

す。

会を試みでチャレンジしました。それは、秋に釧路に

その年度の会長は尾越さんでしたが、その時の幹事を

クルーズ船が来ますがその船長さんを呼んで、とその

務めていたのは舟木さんでした。10 年後にまさか私

仕掛けを始めました。しかし９月も 10 月も今年は全

が舟木会長の下で幹事を務めさせていただくとは、そ

滅です。向こう３年間、ダメだと思いますので、そう

の当時は全く思ってもいなかったですけれども、この

いう企画があって裏で努力をしていたことをここに報

10 年間、タイには３回ほど、ブータンには２回ほど

告いたします。

一緒に行かせていただきました。一緒に象に乗ったり、

実行できなかった幻の例会ですけれど、いずれか後の

お金をぼったくられたり、いろいろあったのですが楽

クラブ運営の方でも実行をしていただければと思いま

しい思い出をたくさん共有させていただいたと思って

す。自分の夢の例会だったのですけれど断念してし

おります。

まったので他の例会で埋め合わせ、活性化・盛り上げ

この１年間、まだまだ全然分からないことだらけです

ていきますのでよろしくお願いいたします。

けれども、精一杯、舟木会長を支えていきたいと思っ
ております。

クラブ広報・会員組織委員会

清水

輝彦委員長

恐らく仕事の関係で、忙しいことはもちろんあるの

この度、クラブ

ですけれども、できれば全部出席をして、どうせ忙し

広報・会員組織委

いときだとしても楽しくやりたいと思っていますの

員会の大委員長を

で、１年間どうぞよろしくお願いします。

仰せつかりました
清水輝彦と申しま

クラブ運営委員会

滝越

康雄委員長

す。どうぞ１年、

こんにちは。今

よろしくお願いい

年度クラブ運営委

たします。私は昨

員会を仰せつかり

年、その中の１つのクラブ会報・雑誌の委員長をさせ

ました委員長の滝

ていただいておりまして、そんな関係で今回上に上

越です。

がったのかなと考えております。ちょっと地味ですけ

私ごとから始めま

れども、毎回「このようなことをやっていますよ」を

すと、このような

お伝えするとても大事な仕事だと思っております。

例会も例年と違っ

昨年は工藤さんが非常に早く仕事をしてくださった関

てどんでん返しの時期なので、私がなぜこのように３・

係で、僕は少し楽をさせていただきあまり細かい原稿

４番手のスピーチに当たるのか、ふっと思いましたら

チェックまでせずとも済んでいて、何かある時きちん

さかのぼること２年前、舟木さんのお店にばんきり遊

とご連絡をいただいて助かっておりました。

びに行っていました。男同士のひとつの濃厚接触の結

まとめて読むと大変なので、時間があるときに、終わっ

果、このような順番に立たされるとは思ってもいな

たとき、それから時間がなく例会に出られなかった時

かったのです。本当は、第一例会は華やかな例会、そ

にサッと目を通していただくだけで「ああ、こんな話

して次は３番手ぐらいで来るのですけれども、順番が

があったのか」と理解をしていただけて、その次にま

狂っていますので、せめて番狂わせで、今年１年どう

た続いていくのかと思います。クラブ会報・雑誌の委

なるか分かりませんけれど頑張っていきたいと思いま

員長は水口さん、今日から早速写真を撮ってくださっ

す。

ています。

活動計画書に記載のとおり、私どもの傘下の３委員会

続きまして、会員増強･選考･職業分類ですが、例会

はピカピカの真面目で優秀な委員長さん、副委員長さ

でもよく言われている会員増強の話、それから退会防

んがやりますので、私がその邪魔にならないように付

止のことについては、先ほど舟木会長からもいろいろ

いて行くだけで精一杯ですので、生物でいうともう絶

なお話がありまして、これからいろいろ検討をしてい

滅危惧種に入っているものですから、取り残されない

く。それとは別に、やっぱり増やしていかなければい

ように頑張っていきたいと思います。

けない。そこでは委員長には松井元幹事がいらっしゃ

ただ、例会を扱っていますので、まずは第１に楽しい

いますので、コロナの関係でいろいろな人の動きがス

例会、そして楽しくて退屈しない、そしてなにより視

トップしていたので、もしかしたら「たくさん入って





来ないかな」なんて、あわよくばを狙っているところ
があります。

前回、幹事からも報告がありました青少年奉仕委員
会の『硬式野球』ですが、予算には入っておりますが

最後になりますが、元の情報委員会、いまはクラブ

コロナ禍の下、中止になってしまいましたので、予算

研修委員会ですけれど、邵さん、脇さん、今回の天方

の全てを用具や寄付に回して進めていきたいと思って

元会長と重鎮の方が揃っておりまして、皆さま方とと

おります。委員会の方は、活動計画に則ってやってい

もに昨年できなかった情報集会などがきちんとでき

きたいと思いますので、なにとぞお願い申し上げます。

て、いろいろ皆さんでテーマを掘り下げて話ができた

それから最後になりますが、今年度は当クラブから

らいいなと思っています。

７分区でガバナー補佐となっている石田さんの力にな

いずれにしてもコロナがどうなるのかということで、

りながらも頑張っていきたいと思います。会長とも頑

ウチの病院の職員も結構『コロナ疲れ』をしておりま

張っていきますのでなにとぞよろしくお願いいたしま

す。これはウチの病院に限らず皆さんそうだと思うの

す。

ですが、どことなく気持ちの上にフタがかかっていて、
もう患者さんたちも職員もそうです。あまり大きな声

ロータリー財団・奨学推進委員会

柿田

英樹委員長

では言えませんが、ウチの病院ではこっそり陰で先日

天方直前会長よ

バーベキューをやってしまいました。そうしたらみん

り「トリは短め」

な良い顔をして。このご時世なのでノンアルコール

と言われましたの

ビールやノンアルコールカクテルで久しぶりにみんな

で、短くさせてい

の良い笑顔が見られて「やっぱり、やって良かった」と。

ただきます。

これからまだまだ厳しい日が続きますけれど、皆さま

この度ロータリー

方も上手く息抜きをして、気持ちにちょっと余裕を

財団・奨学推進委

持ってこの例会に参加をしていただければということ

員会委員長を仰せ

で、われわれもお仕事を続けていきたいと思います。

つかりました柿田でございます。１年間どうぞよろし

最後に余談になりますが、ホームページの「会員紹

くお願いいたします。副委員長は、私が入会した時の

介」のコーナーは一昨年からプランがあって、昨年６

会長でした吉田秀俊さんにお願いをしておりますの

名ほど載せていただいています。本来のお仕事とは関

で、安心をしてお任せできると思っておりますのでよ

係のない趣味などで、移られました道新の菅原支社長

ろしくお願いします。

には『街の中のマンションから見える鳥の話』を書い

先ほど、初めてですけれども神事に参加しました。

ていただき、天方前会長には『自室でのシアタールー

神事とはどのようなものかと思って興味津々で行った

ムの話』などを。われこそは、という方がいたらぜひ

のですけれど、「この大きなクラブにしては意外に神

お声掛けをいただければと思います。

棚が小さい」と思ったので余談で、ごめんなさい。

どうぞ、今年１年、よろしくお願いいたします。

われわれには３つの委員会がございます。それぞれ
人選を考えまして、適材適所ということで良い方々を

奉仕プロジェクト委員会

髙橋

直人委員長

こんにちは。今

選ばせていただきました。ロータリー財団寄付推進委
員会は金融界のホープ芦名委員長、よろしくお願いし

年度の奉仕プロ

ます。そして米山はもちろん『事業・チャリティゴル

ジェクト委員会大

フコンペ』がありますので、濱谷さん、よろしくお願

委員長を仰せつか

いいたします。最後に、これはわれわれの目玉です。

りました髙橋です。

嵯峨の方は仏教界のホープ菅原委員長、よろしくお願

副委員長は尾越さ

いいたします。今日はお見えになっていますが、もう

んについていただ

すぐ帰られるそうです。なかなか見ることはできませ

いております。私

んので、本当に嬉しかったです。ありがとうございま

の力のないところは全てカバーをしていただけると

す。

思っておりますのでよろしくお願いいたします。

この３名を中心にわれわれ財団は頑張っていきたいと

奉仕プロジェクト委員会は４つの小委員会を持って

思います。そして１年後こちらで、皆さんのテーブル

おります。社会奉仕委員会は吉田委員長にお願いをし

に１つ１つキャンドルに火を灯していただくよう、無

ております。職業奉仕委員会には村上委員長、国際奉

事に帰港するように努力いたしますので、よろしくお

仕委員会には小船井パストガバナー、青少年奉仕委員

願いいたします。

会には古谷委員長にお願いをしております。皆さまが
力のある方なので、私は椅子に座っていれば良いかと
思いますのでよろしくお願いいたします。

池田

いずみ副幹事

皆さん、こんにちは。今年度副幹事を務めさせてい





ただくことになり

なら良いのですけ

ました池田です。

れども、机に足を

昨年度はプログラ

ぶつけて荒井幹事

ム委員長というこ

の水をこぼしてし

とで。他の支店の

まって申し訳ない

支店長は「ロータ

ことをしています。

リーに入って、プ

今年１年間、副

ログラム委員長を

幹事でお世話にな

やると凄く大変なのでやるものではない」と言われて

ることとしては、ソングリーダーを皆さんにお願いす

いましたが、なんとか１年間務めることができて良

ることになるかと思いますので、そのお声掛けをした

かったと思っていたところ、舟木会長からお声をかけ

ときなどは皆さんに受けていただけるようによろしく

ていただき、今回は副幹事をやらせていただくことに

お願いいたします。

なりました。

本年度１年間、よろしくお願いします。

なにぶん不慣れで、ロータリーの皆さんそうだとは思
うのですけれども、会社のように『引き継ぎ』がある
わけではなく、皆さんひとつひとつ調べながらやって
いらっしゃると思いますので、ご迷惑をかけるところ

土橋

賢一副会長

最後に、副会長である私から一言ご挨拶を申し上げ

もあるかもしれませんけれども、なんとか１年間務め

ます。

たいと思います。

皆さん、こんにちは。今年度副会長を務めさせていた

よろしくお願いいたします。

だきます土橋です。１年間、よろしくお願いします。
実は、私も 2010 年の入会でして、浅川さんより２

横田 英喜

副幹事

時間先輩なのですけれども。遊ぶ時だけ付き合って何

皆さん、こんに

かある時に「お手伝いができない」というわけにもい

ちは。本年度、副

きませんので。舟木会長、そして荒井幹事と旅仲間で

幹事を仰せつかり

す。毎年タイだ、ベトナムだ、とご一緒させていただ

ました横田英喜と

きますけれど、荒井幹事が昭和 48 年生まれ、僕が

申します。釧路ロー

37 年生まれ、舟木会長が 26 年生まれ 11 歳ずつ違い

タリーでは副幹事

ます。ですから、二回りぐらい違いますけれど食べに

ですけれども、皆

行っても舟木会長は同い年のような感じがします。

さんは「終わって

なにはともあれ、今年は何もない年なのかと思ってい

いる」と思っているガバナー年度で会計を今やってい

ましたけれど、このコロナで何が起こるか分からない

て、会計はこれからがピークという仕事をやっていま

年に変わってしまいました。この後も第２波、第３波

す。

が来なければ良いですけれども、何が起こるか分かり

今日から池田さんと一緒に副幹事ということなのです

ませんので、また世の中に合わせた会の運営をしてい

が、池田さんがすごく気を利かせて全て率先してやっ

かなければいけないと思っていますので、皆さんの１

ていただけるので、こちらはただ座っているだけの状

年間のご協力をお願いしたいと思います。

態で、今日を過ごしてしまいました。座っているだけ

１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

一年間貴重な経験をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

■土橋

賢一君

■荒井

剛君

今年一年間、よろしくお願いいたします。

■浅野

洋君

しばらくです。

一年間よろしくお願いいたします。

■邵

龍珍君

舟木会長、三役、理事の皆様。一年間頑張って下さい。

■杉村

荘平君

新年度よろしくお願いいたします。

■滝越

康雄君

二年前に舟木さんと男同士濃厚接触をしてしまいました。こなん立場になりました。

■柿田

英樹君

これから一年よろしくお願いいたします。

■高橋

直人君

一年間よろしくお願いいたします。

■横田

英喜君

一年間よろしくお願いいたします。

■池田いずみ君

一年間よろしくお願いいたします。
今年度累計

43,000 円
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釧路ロータリークラブ会報

第 2 回例会
（通算 3596 回）

第84代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

月間テーマ

ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

ガバナー公式訪問例会（担当：理事会）

次週例会

写真から語る釧路の今昔物語（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：川合

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

隆俊君

95 名

■ビジター

RID2500
松田

英郎ガバナー・軽米

奥平

康博地区副幹事

達也地区幹事・日里

雅至地区大会実行委員長

第 7 分区
石田 博司ガバナー補佐・工藤

彦夫ガバナー補佐幹事

樋口 貴広ガバナー補佐幹事・青木

会長の時間

舟木

泰憲ガバナー補佐副幹事

博会長
皆さん、こんば

2500 地区松田英郎ガバナーと再会できたことです。
そして、釧路クラブ会長として最初の新入会員の皆さ

んは。まずは最初

まと出会えたことです。

に本日、キャッス

よく「人の出会いは偶然だ」という人がおりますが、

ルホテルにおいて

私は決して偶然はないと思っております。偶然ではな

17 時 15 分より

く必然だと思っております。ある意志を持って行動し

30 分ほど松田ガ

た結果でしか、人と人の出会いの接点は生まれないと

バナーとの「会長・

思っております。今日はロータリーという接点が出会

幹事懇談会」を滞

いを生みました。本日、入会された３名の会員の名前、

りなく終了いたし

織田亨君・山田浩司君、田内康章君、この名前はたぶ

ました。松田ガバナーには当クラブの活動計画書を前

ん私がボケるまでは忘れない名前になると思います。

にお渡しして、チェックをしていただく形で執り行い

これから数年間、ぜひ釧路の冷涼な気候と美味しい海

ました。クラブ協議会のない変則的な形になりました

産物。そして、釧路人の人情をメンバーとともに堪能

が、この厳しい時でありますので、仕方ないかなと思っ

されることを望んでいます。

ております。

さて、松田ガバナーとの縁でございますが、実は以前

また、厳しい指摘を覚悟しておりましたが、終始なご

にお会いしたことがあります。2018 年５月、タイの

やかな雰囲気で無事終わることができました。

カンチャナブリの地区グローバル補助金を使った事業

また、同時に新入会員オリエンテーションを脇パスト

に、当時の邵会長とともに釧路ロータリークラブのメ

会長の作成したマニュアルで無事終了したことを報告

ンバー８人で参加した時にお会いしておりました。そ

いたします。

の時は、私と副会長の土橋君、幹事の荒井君と今年の

さて、本日の第２回目の例会は、私にとって楽しい出

三役全員が参加しており、松田ガバナーとの縁を感じ

来事が２つあります。まず、第一に本年度のＲＩ

ております。





当クラブからは吉田パストガバナー、現・副ガバナー

小樽中央支店からまいりました。小樽時代も小樽ロー

と、第７分区の石田ガバナー補佐を輩出しており、ク

タリークラブに１年と少し参加させていただいており

ラブとしての縁も感じております。本年度は世界大会・

ます。今般はこの歴史と伝統のある釧路ロータリーク

ウォントゥー 台北には姉妹クラブの台北中央クラブ

ラブに在籍できること、大変光栄に思っております。

もあり、25 名程度の参加を予定しております。台北

奉仕の精神に則り、一生懸命皆さんと一緒に努力させ

の地で松田ガバナーのスタッフの皆さんとご一緒でき

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

るのを楽しみにしております。

す。

最後になりましたが、今年 1 年の松田ガバナーのご
健勝と地区大会の成功をご祈念して会長挨拶とさせて

スポンサー

五明

正吉君

いただきます。ありがとうございます。

何回も見苦しい
顔ですみません。

新入会員紹介
スポンサー

五明

それでは、お二人
正吉君

目の新入会員をご
こんにちは。私

紹介させていただ

から本日、新しく

きます。お名前は

入会される方のご

山田浩司君。北海

紹介をさせていた

道旅客鉄道株式会

だきます。お名前

社釧路支社の支社長です。前任の萩原支社長さんの後

は織田

任ということです。ご家族は奥さまとお子さま２人で、

亨さん。

ご職業は株式会社

こちらには単身赴任です。現在、53 歳です。

北洋銀行釧路中央

お酒も問題なく皆さまとお付き合いできるということ

支店の支店長さんです。前任の阿部さんも皆さんと仲

です。ご趣味はスポーツ観戦とテニスで、先ほどの織

良くさせていただきましたが、この度、織田さんに代

田さんも山田さんもゴルフはしないということで、あ

わる形で釧路へ赴任されました。年齢はちょうど 60

まり冷たくしないように。夜はいくらでも付き合うそ

歳、前任の阿部さんよりは少しいっていますが、阿部

うです。よろしくお願い申し上げます。

さんの方がいっているような気がします。それはそれ

それでは、山田さんからご挨拶お願いいたします。

として、新しく入会をされることになりました。
ご家族は奥さまと男のお子さまと女のお子さまのお２

新入会員

人で、単身赴任だそうです。趣味は「山登りと旧所名

北海道旅客鉄道㈱

跡を巡るのが好き」ということです。釧路も道東いろ

釧路支社
山田

浩司支社長

いろ旧所名跡ございます。末広の方もいろいろ名所が

ただいま、ご紹

ありますので、ぜひ回っていただければと思います。

介いただきました

スポンサーは私と栗林延次君です。お酒は皆さんと

ＪＲ北海道釧路支

ゆっくり飲めるだけのお力を持っているということで

社長をしておりま

すので、ぜひ皆さま、これから２年、３年になるか分

す山田です。

かりませんが、いいお付き合いをしていただいて、素

この度は伝統・歴

晴らしいロータリーライフ送れるようにご協力のほど

史のある釧路ロー

よろしくお願い申し上げます。

タリークラブに入

それでは、織田さんからご挨拶お願いします。

会をさせていただきまして、大変光栄に思っておりま
す。皆さま方とこれから様々な活動をやって行くこと

新入会員

を楽しみにしております。早く慣れて、皆さまと一緒

㈱北洋銀行

釧路中央支店

常務執行役員 織田

に活動して行きたいと思いますので、よろしくお願い
亨支店長

いたします。

ただいま、ご紹
介いただきました

スポンサー

小野寺

俊君

北洋銀行釧路中央

皆さん、こんにちは。本日、ご入会されました田内

支店の織田でござ

康章さんをご紹介させていただきます。本来ですと共

います。よろしく

にスポンサーである五明さんにご紹介いただくところ

お願いいたしま

ですけれども、本日入会される方々は全て五明さんが

す。

スポンサーということで、田内さんは私からご紹介さ





せていただくこと

（舟木会長から

ネームプレートとバッジの贈呈）

になりました。ま
た私は、新入会員

（松田ガバナーから

記念バッジの贈呈）

のご紹介は初体験
で、そつがなくで
きるかどうか不安
ですけれども、ご
紹介させていただ
きます。
田内さんは、３月末に旭川へ転勤されましたサント
リービバレッジサービスの小林支店長の後任としてこ
の春に釧路に赴任されました。コロナ禍の中で外出も
ままらなかったと思いますが、約３カ月が過ぎまして
釧路の生活にも慣れてきたころと推察します。

歓迎のご挨拶

舟木

博会長

新入会員の皆さま、よくぞいらっしゃいました。こ

田内さんが釧路クラブに入会していただけたことにク

の大変な時期に当クラブに入会いただき、誠にありが

ラブを代表して、歓迎の意を申し上げたいと思います。

とうございます。時節柄、入会おめでとうございます

田内さんは昭和 59 年生まれの 36 歳ということで、

と言うところですが、おめでとうではないだろうとい

たぶん釧路クラブ最年少会員と思います。また、１月

うことで、「ありがとうございます」という言葉を重

生まれで、私も同じ１月生まれで、親近感がわいてい

ねて申し上げます。

るところです。ご家族は札幌市に奥さまと２人の息子

本年度のＲＩ会長ホルガー・クナークは「ロータリー

さんがおりまして、釧路へは単身赴任で勤務されてい

は機会の扉を開く」と申しております。新入会員の皆

ます。趣味は音楽鑑賞で、ゴルフはしないようですが、

さまにはこれから数多くの例会に参加されて、多くの

麻雀は嗜んでいるようです。当クラブ内にも麻雀愛好

出会いの機会をもたれ、ロータリーの開かれた扉の向

家も数多くいますので、機会があれば、ぜひお声掛け

こうに一歩踏み込んで、新しい多くの友を得ることを

いただきたいと思います。

願っております。そして、釧路クラブのメンバーは心

名前が横浜ベイスターズの山崎康晃投手と同じですの

より皆さまを歓迎いたしますことをお約束します。ど

で、夜の懇親の場でぜひとも「やすあきジャンプ」を

うぞ、１日も早くメンバーの皆さまと馴染んでくさい。

披露していただいて、釧路クラブを今後盛り上げてい

なお、３人の委員会配属は、織田君、田内君は親睦委

ただけると大変嬉しいです。

員会です。佐藤委員長、よろしくお願いいたします。

それでは、田内さんより一言ご挨拶をお願いいたしま

山田君はクラブ会報・雑誌委員会です。水口委員長、

す。

よろしくお願いいたします。
奇しくも 3 人とも名字に「田」の字が付いております。

新入会員

「織・山・うち、田・田・田トリオ」と覚えました。

サントリービバレッジサービス㈱
田内

これからのロータリー活動、活躍を期待しております。

康章支店長
ただいま、ご紹

短い挨拶ですが歓迎の挨拶とさせていただきます。あ
りがとうございます。

介にあずかりまし
たサントリービバ
レッジサービスの

本日のプログラム ■
ガバナー公式訪問例会
■

田内と申します。
以後、よろしくお
願いいたします。
この度は伝統と歴

国際ロータリー

第 2500 地区

松田

英郎ガバナー

今日、抗体価を調べて来たのですけど「感染してい
ない」というので、

史のある釧路ロータリークラブに参加させていただ

もし今後感染した

き、誠に恐縮なのですけれども、ただ今ご紹介にあず

ら、この会で私は

かりましたとおり 36 歳でまだまだ若輩者ではありま

感染したことにな

すが、皆さまのご寵愛と可愛がっていただけたらと

ります。でも、決

思っております。

して追跡捜査はす

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

るつもりはありま
せん。





小船井パストガバナーと出会って、話がくどくなるよ

うのを覚えています。旭川に戻ってきてから縁があっ

うになってしまったのですが、今日はお許しください。

て、富良野市で 1991 年に開業するきっかけになりま

小船井さん、すみません。

した。その後、93 年に開業時にお世話になった方の

皆さん、こんばんは。ガバナーの松田です。まずもっ

スポンサーでロータリークラブに入会させていただき

てガバナーエレクト研修会、国際協議会に皆さまの人

ました。これは北海道の地図ですが、赤いポッチが付

頭分担金の一部を使わせていただきましたことにお礼

いた所が私の泊まった所です。北海道はいろんな所に

を申し上げます。本当にありがとうございました。

行っています。開業してから 30 年経って、まとまっ

私のホームクラブは富良野クラブです。1993 年に入

た休暇を取った

会しました。職業分類は外科医です。40 年間、医師

ことはほとんどありません。ウィークデーは自宅と病

として患者さんを前にしてお話することはリラックス

院と行ったり来たりして、週末はできる限り地元を離

してできるのですが、ロータリー関係のお話となると

れて温泉に行ったり、ドライブしたりしていました。

分からないことがまだまだ多くて、自信がありません

昨年は吉田ガバナーでしたので、釧路から帰りに車を

ので少し緊張しております。ガバナーだからといって

運転して阿寒湖に寄ったり、いろいろ楽しませても

ロータリーに精通しているわけでもございませんし、

らって本当にありがたいと思います。

多くの先輩ロータリアンのいる前でしっかりとしたお

北海道はかなり広くて、2500 地区もこうですから四

話ができるかどうか不安です。

国よりも大きいですし、北海道は日本の面積 20％で

今回が１回目のガバナー公式訪問です。ガバナー公式

すのでかなり広い地区で、半分に分けると 10％は北

訪問にはルールがあるようです。まず、成り立てほや

海道の東地区・2500 地区ということになります。

ほやの吉田潤司パストガバナーに対し、「お疲れさま」

趣味や心がけていること、ガバナーを目指した理由を

での慰労と、1 年間の活動に敬意を表し釧路クラブさ

簡単に箇条書きにしました。今のガバナーという立場

んにお邪魔しました。どうもお疲れ様でした。

になる前ま

先ほど、お話もありましたけども、釧路クラブさんと

ではいろい

私はガバナーノミニーの 2018 年５月にグローバルブ

ろないきさ

ランドのプログラムで舟木会長、当時の邵会長、後藤

つがありま

幹事、また多くの釧路クラブのメンバーと一緒にタイ

したが、こ

のカンチャナブリに同行させていただき、お世話に

のまま生活

なったことを思い出します。その節は大変お世話にな

を続けて

りましてありがとうございました。

行って肉体的にも毎年のように衰えて、仕事をこなす

また、今年度の地区諮問委員の清水パストガバナー、

のも時間がかかるようになって、忙しく人生を過ごし

地区研修委員長と地区規則手続委員長の小船井パスト

て終わるのは寂しい、と考えておりました。「これじゃ

ガバナーもおられ、昨年の準備段階から大変お世話に

いかん」と一念発起して、趣味も特技もないので「ロー

なっているところです。この場を借りてお礼を申し上

タリーで居場所を見つけたい。ガバナーを目指したい」

げます。

と富良野クラブのメンバーにお話をさせていただきま

早速、卓話をさせていただきます。正直言ってあまり

した。ガバナーの立場まで、そこまで飛躍しても良さ

期待はしないでいただきたいと思います。

そうなものですが、地区の行事で「〇〇パストガバ

まず、自己紹介をいたします。この写真は国際協議会

ナー」と紹介されて、元気よく返事をして、その後お

前夜の歓迎レセプションの時の写真です。ホルガ―・

いしい料理とお酒を飲めて、全国各地同期のガバナー

クナークさんを見つけて、ちゃっかり写真を撮りまし

の大会などに夫婦で行けるというのが魅力だったわけ

た。我ながら自分の積極性に呆れています。私は昭和

です。極めて不謹慎な動機です。メンバーの中には、

30 年生まれで羊年です。生まれた所は旭川市で、父
親は石狩当別町出身、母親は中標津町の計根別が出身

私の申し出に困惑された方も多かったと思いますが、
「違った景色を見たいので、このわがままを許してほ

です。その関係もありまして、道東方面は旅をする機

しい」とお願いをしました。

会が多くて、いろんな所に行っています。

それからのロータリーの会合は楽しいことばかりで、

私の履歴ですが、いろいろ書いてあります。父親の仕

元気に活躍されているロータリアンに巡り合うことの

事関係で幌加内町、門別町、雄武町に住んで、あとは

喜びは、目から鱗の貴重な体験でした。ただ、残念な

旭川市。そして、大学は金沢医大を卒業して、旭川市

ことは思惑と違い、「パストガバナーは始まりだよ」

に研修医で戻ってきました。その後、研修をしていた

と言われたことです。
「終わってから地区のためにロー

時に釧路休日夜間診療所にも何遍か当直に来たことが

タリーを支えていく義務があって、ロータリアンとし

あります。その当時は休日夜間診療もかなり混んでい

て成長しなければならない責務がある」ということで

まして、非常に辛い・厳しい、そして仕事をしたとい

す。70 歳まではロータリーの仕事に関わり、皆さま





と楽しんで参りたいと思っております。

は、本人にとってもクラブにとっても非常に不幸なこ

私の人生設計ですが、開業して病院の仕事が中心でし

とです。今から尋ねる質問をヒントにしていただけれ

た。36 歳の時に開業しましたが、医師の定年をイメー

ばありがたいなと思います。そして、それが会員減少

ジしてビジョンを描きしました。ロータリーでも戦略

のスパイラルを脱出できるヒントが見つかればいいよ

会議の重要性を強調しており、ホルガー・クナークＲ

うな気がします。

Ｉ会長も各クラブに「会議を開催して５年後のビジョ

なぜ、ロータリアンになったのでしょうか。数あるボ

ンを明確にする」を強調しています。皆さまの職業で

ランティア団体の中でロータリーをなぜ選んだのか。

も目標を持って経営をされていると思いますが、達成

「先輩に勧められた」「後任であった」「友人に勧めら

目標をどう迎えるかを考えている方もおられるでしょ

れた」「親がロータリアンであったから」「元請け・業

う。ロータリー活動には終わりはありませんが、「ど

界の関係で入会せざるを得なかった」「立派なロータ

のように関わるか」を決めることはクラブの活性化に

リアンの活動に感動して入会したかった」「自分の商

は必要なことと考えます。私の人生設計図はともかく、

売にメリットがあると思った」「何となく入った」と、

年度の終わりを意識すると行動計画をいくら練っても

いろんな理由があると思います。私にとっては、理由

足りないと思います。

はそれほど問題でないと考えています。入り口はどの

さて、最近入会した方、今日入会した方もいますし、

入り口でいいと思います。入ってから興味を持てばい

入会後間もない方もいらっしゃいます。基礎知識を確

いと考えております。会員のモチベーションに温度差

認しましょう。

があってもいいと思います。まず、ロータリアンであ

現在、世界のロータリアンの数は約 119 万人です。

り続けることに意味があるので、あり続けることでメ

世界の地区

リットと素晴らしさを感じ取っていけます。

とクラブ数

しかし、皆さまのサポートは忘れてはなりません。ロー

は 36,058。

タリーって何だろう。今これを言える人は相当にしっ

インドで増

かりとしたロータリアンだと思います。目的は意義あ

えてきて、

る事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育む

北米を上回

こととあります。ロータリーの使命は職業人と社会人

る伸びです。

のリーダーのネットワークを通じ、人々に奉仕し、好

世界の国・地域は 200 以上で、世界には僕の勘違い

決算を奨励し、世界理解・親善・平和を推進する。正

かもしれませんが、523 地区になったと言われてい

直いって私は何を言っているかよく分かりません。

ます。日本にはそのうち 34 地区ありまして、日本の

そして、ロータリーにはロータリー財団という組織が

クラブ数は 2,248 クラブ、会員数は 88,309 名。これ

あります。ロータリー財団は寄付を受付、資金を分配

は４月までのデータです。2500 地区は 67 クラブあっ

しロータリーの使命を果たすために共に活動していま

て、会員数は 2281 名です。日本にはインターアクト

す。ロータリー財団は慈善団体のチャリティーナビ

クラブは 622 あって、ローターアクトクラブも 297

ゲーターという格付けで 11 年連続の最高評価を受け

クラブあります。

ており、信頼できる組織です。実に寄付金の 91％が

現在、世界も、2500 地区も会員が徐々に減ってきて

プログラムに活用されています。ちなみにユニセフは

います。今後、新型コロナウイルスの感染症の拡大で

81％です。われわれは誇りをもって「ロータリアンだ」

どのくらい減少するかまだ見当はついていません。今

と自慢できる立場にあるということです。「アイ アム

までのＲＩ会長は会員増強を強調しておりました。前

プラウドメンバー」です。これらのことを少しずつ学

会長のマローニーさんも「穴の開いたザルに水を入れ

んで成長すればいいと思っております。

る」といった表現で、退会防止を強調されました。な

なぜ退会しないか。「クラブでやりたいことある」「ク

ぜ、日本のロータリアンは減っていくのでしょうか。

ラブで役職についてしまった」「もっと知りたいこと

スライドは日本の人口の推移です。2005 年をピーク

がある」
「居心地がいい」
「どちらかといえば楽しい」
「何

にして人口が減ってきています。今後ますます高齢化

となくやめられない」、などあるでしょう。高い会費で、

が進んできています。人口減少は会員の減少に関連し

例会も頻回で、奉仕活動にストレスも感じている方も

ていると考えらます。そして、この度の新型コロナウ

いらっしゃるでしょう。

イルス感染症が経済的にどのような影響を与えるか注

「辛いからやめたい」という方には説得しましょう。

視しなければなりません。

会費はもったいないと感じても、やめたいと感じたら

今、ロータリアンであることの根本的なことを考えて

我慢して例会にでること。やめたい理由を見つけるの

います。クラブ会員を維持・増強するには辞める人以

ではなく、やめたくない理由を考えることが重要です。

上に入会があれば良いと思いますが、辞められた方が
ロータリーの素晴らしさを分からないで退会すること

「目的が見えない」などクラブに不満があってもやめ
たら駄目です。やめたら「体調不良」や「余命が短い」





「家族に問題がある」「奥さんが逃げた」とかいろんな

てもいいと思います。世界のグローバル化に警鐘を鳴

こと言われます。

らしているのかもしれません。そして、お隣の国を冷

続けていれば、少しずつロータリーのことが分かって

静に見るきっかけになったかもしれない。これから

きますし、だんだん好きになってくるはずです。嫌な

ニューノーマルという表現で、明らかにアブノーマル

ことでも、好きだと言い聞かせれば好きになり、楽し

に生活しなければならない。しかし、今後、このこと

めるようになります。

が絶対に善行の死にしてはならないと思います。知恵

なぜ入会を勧めるか。わざわざ会費を払って奉仕活動

を絞り、世の中のために自分の職業を行いながら奉仕

をする団体になぜ入ろうと誘うか。「仲間を増やした

活動を行われなければならないと思います。

いから」
「いいことがあるから」
「会員増強委員会になっ

そして、これからますます「ロータリーに入会して良

たから仕方なく」などいろいろとあります。「入会し

かった」と、新しい奉仕活動の開発をして現会員、入

てどんなメリットがあるの」と言われるかもしれませ

会を考えている会員候補にアピールするチャンスで

ん。ロータリーが与えてくるものはたくさんあります。

す。皆さまのワンランクアップした実力を発揮する機

私が身をもって感じています。友情、リーダーシップ

会です。

と職業人としての成長、個人としての成長、世界に触

さて、国際ロータリーは何を目指しているのでしょう

れる機会、地域社会のつながり、倫理原則、家族向け

か。ＲＩの戦略計画は 2024 年までの５年間で中核的

の機会、人前で話す能力、地区での活躍の機会、があ

価値観、ビジョン声明、行動計画を示し、ロータリア

ります。このように無形ですが見返りがあります。強

ンに発信しました。ご承知のとおり今年度のホルガー・

調してみましょう。これらのなぜを丁寧に示してあげ

クナークＲＩ会長は『ロータリーは機会の扉を開く』

れば入会のきっかけとならないでしょうか。

とテーマを掲げられました。地区チーム研修、ＰＥＴ

私はなぜガバナーになったか、今一度説明いたします。

Ｓ地区研修協議会でビデオをご覧になり、皆さまの活

単純に「見えていない世界を見たい」ということです。

動計画にも掲載されているものと思います。彼は多く

前段で話しました、「歳をとって、今までの仕事だけ

のメッセージを発信しています。今までのＲＩ会長の

で死んでいくのが寂しく感じた」。富良野クラブだけ

テーマをこの 10 年のＲＩ理事会の決定と重ね合わせ

で、地区大会、ＩＭ、周年行事、世界大会にも決して

ますと方向性が見えるようです。

多く参加したわけではなく、デューティーであった時

10 年前の 2010 年、
「中核的価値観」
「奉仕」
「親睦」
「多

にいやいや参加したことが多く、地区の活動も理解し

様性」「高潔性」「リーダーシップ」が発表されていま

ていませんでした。2300 人の地区の仲間の活動も理

す。2014 年に「入りて学び、出でて奉仕せよ」から

解していませんでした。今から考えると「もったいな

「Join the Leaders

Exchange Ideas

Take Action」に

いことをした」と思っています。立場が人を作り、そ

変更されたスローガンが掲げられています。具体的に

れぞれの立場で見える景色が違うと思います。まさに

アクション・行動を起こすを強調されました。2016

私は素晴らしい世界に巡り合っています。この度のク

年、「柔軟性の導入」が決定され、私もロータリーは

ラブ訪問も新しい出会いで、自分の成長があります。

どこへ行ってしまうんだろうかと疑問に感じました

成長は歳をとっても嬉しいものです。ですから、参加

し、職業分類の人数の枠を外し、職業奉仕をないがし

は面倒だと思っても、思い切っていろんな会合に参加

ろにするように感じ、ＲＩの方針は日本のロータリア

してみましょう。

ンにとって、到底受け入れられないと正直感じました。

半年経ってもまだ得体の知れない『ウイルス』です。

会員増強・寄付集めを要求する姿は、私も日本のロー

治療・予防も明確ではありません。多くの人々が亡く

タリアンは親睦と職業の奉仕を中心とした理念から築

なり『ソーシャルディスタンス』という名の下で、隔

き上げられていましたので、ＲＩが資金集めの目的で

離・封鎖・移動制限で今まで経験したことのない不自

はないかと疑ってしまいました。Ｅクラブがクラブ形

由な状況になっています。コミュニティが分断され、

態のひとつの形に認められたのもこの頃で、リモート

ロータリー活動の崩壊の危機を感じます。さらに、今

の例会を認め、柔軟性の名の下に強引に会員増強を図

の文化が死んでしまわないのかという不安がよぎりま

るように感じました。

す。このウイルスは『新しい生活スタイル』の名のも

さらに 2017 年、ビジョン声明を発表し、その行動計

とに人間関係をズタズタに引き裂こうとしています。

画が作られました。自分自身の中で、地域社会で、世

新型コロナウイルスはロータリーへの挑戦のような気

界で、良い変化を生むために人々が手を取り合って行

がします。「常識」や「当たり前」がない世の中に困

動する世界を目指すというのが趣旨です。ビジョン実

惑するばかりです。世の中の仕組みをすぐに変えるこ

現のために４つの行動計画が示されました。「より大

とはできないので、慎重にクラブ活動を行う必要があ

きなインパクトをもたらす」「参加者の基盤を広げる」

ります。数年後、収まると思いますが見通しが分から

「参加者の積極的な関わりを促す」「適応力を高める」

ないばかりで、現状は対応の正解は分からないと言っ

といった具体的な行動計画が示されました。ビジョン





声明は今後のロータリーの拡大をするための指針であ

ることはあると思いますので、この機会にお求めいた

り、ＲＩ会長の共通のスローガンでもあります。

だきたいと思っています。購入して 100 周年を祝お

2017-2018 年度から過去のＲＩ会長のテーマを振り

う。

返ってみましょう。スライド下からライズリーさんの

これで終わりなのですが、まとまりのない卓話でした

『変化をもたらす』、バリー・ラシンさんの『インスピ

が、仲間を増やす私の考え方と国際ロータリーの示す

レーションになろう』、マローニーさんの『ロータリー

ところを中心にお話させていただきました。

は世界をつなぐ』、ホルガー・クナークさんの『機会

今年 1 年、ともに次世代へつなげるような活動がで

の扉を開く』。これは見事にビジョン声明を達成する

きるように一緒に頑張っていきたいと思っておりま

ための戦略計画に則ったテーマのように感じます。

す。１年間よろしくお願いいたします。

今までの流れを理解していただきながら、地域社会の

それと、吉田パストガバナー、お疲れ様でした。木下

奉仕活動をすることが目指していることなのかもしれ

幹事を含め釧路クラブのメンバー皆さまへの感謝と、

ません。

三ツ石さん、本当にどうもありがとうございました。

ここで私の使命であります、クラブ訪問の際に伝えて

それと、たくさんの持参金ありがとうございます。

ほしいことが４つあります。「新しい革新的なクラブ

最後になりましたが釧路クラブのますますの発展と、

モデルを作ること」「毎年少なくとも 1 回の戦略会議

コロナ禍で会場設営していただいたキャッスルホテル

を開いてほしい」
「新会員を注意して選びましょう」
「ポ

の従業員の皆さん、ありがとうございます。ちなみに

リオ根絶のための寄付と 10 月の世界ポリオデーに合

2720 地区、熊本・大分地区の豪雨災害の義援金のお

わせたイベントの開催をお願いします」。このホル

願いが間もなく行くと思います。皆さん、ご協力よろ

ガー・クナークさんの伝えてほしい中に「基盤を広げ

しくお願いいたします。

る、適応力を高める、積極的な関わりをもつ、インパ

これで卓話とさせていただきます。本日はご清聴あり

クトを与える」の地域戦略計画が示されているように

がとうございました。

思います。
ここで私が国際協議会から帰ってきて作ったポリオ募
金箱をお見せします。この募金箱を帰るところの受付

第７分区

石田

博司ガバナー補佐

本年度のガバナー補佐を仰せつかりました石田で

に置きます。目標は１人 30 ドルなのですがお気持ち

す。改めてよろ

で結構です。募金箱に入ったお金を私が持って行くの

しくお願いいた

ではなくて舟木会長にお渡ししたいと思っています。

します。松田ガ

少し歪んでいますが Amazon の箱をうまく四角く作っ

バナーは「ワン

てます。本来はローターアクトに作らそうと思ったの

ランクアップを

ですが、私が作るはめになってしまいました。

意識しなさい」。

ここで新型コロナウイルスのパンデミックで、奉仕団

そして、それを

体キワニス、ライオンズクラブ国際協会、オプチミス

受けてわが舟木

トとの共同声明が発表されました。マイ・ロータリー

会長は「クラブ

にも書いてあります。それを紹介したいと思います。

の資質の向上を目指す」。ランクアップ、資質の向上、

「新型コロナウイルスに対する世界的な取り組みは、

どういうことかなと考えました。やはり今日もロータ

全ての国の行動にかかっています。今こそ行動人であ

リーソングでありましたが、４つのテストにそれがあ

る私たちが互いに手を取り、助けを必要とする人たち

るのだろうと思うのです。そのことは「真実を自分は

に迅速な支援を提供する時です」。

見抜いているかどうか」「果たしてその判断は公平か

前会長のマローニーさんが言っています。「地区大会

どうか」「自分は友情を深める行動をしているのか」

の目的も地区内の会員と地域社会のリーダーが一堂に

さらに最後に「世のため、人のためになっているのか

会することでロータリーへの関心を深めさせ、関係を

どうか」、これを大まじめに自分の行動の規範として

強化して、世界にロータリーのインパクトと奉仕活動

生きたとすれば、その者が輝くんだと思うのです。そ

を披露することにある」と変更されました。内輪のロー

ういう人が多いロータリークラブというのは当然輝い

タリアンだけの会以上の拡大が望まれているわけで

ているし、街づくりを考える、一緒になんかやろうと

す。まだまだ出口が見えませんが、ロータリーがこの

いう時に大きなエネルギーとなるのだろうと思うので

危機に立ち向かうことは責務だと思います。

す。

最後にもう一つお願いがあります。今年はオリンピッ

まず、それを目指して今日から生きなきゃいけないな、

クは中止になりましたが、日本のロータリー 100 周

と思ったところで今朝、目が覚めました。ありがとう

年の記念の年であります。記念バッジはすでに販売さ

ございました。

れて、記念切手の販売が予定されています。書簡を送





会長謝辞

舟木

博会長

ロナに負けないで頑張っていきたいと思います。

松田ガバナーにおかれましては、連日お忙しい中、

それでは、皆さん、輝かしいロータリーの明日のため

大変ありがとうございました。お越しいただき、心よ

に、皆さん一歩でも二歩でも前に進みましょう。

り感謝申しあげます。

ロータリーのために「乾杯！」

当初、ガバナー公式訪問例会を ZOOM によりウェブ

ありがとうございました。

形式を考えていらしたと思います。当クラブでは特に
松田ガバナーに直接いらっしゃって、お会いして話を

「ＲＩ会長ビデオスピーチ」上映

聞きたいと希望し、ご来訪のお願いをいたしました。
松田ガバナーとの会長・幹事懇談会では本年度ＲＩ会

松田

英郎ガバナー

長ボルガー・クラークの『ロータリーは機会の扉を開

いつも７月１日に「ガバナー会」がありまして、新

く』、そして地区会長方針の『ランクアップをしましょ

人ガバナーが東京に集まって懇親を深めるのですが、

う』、この意味をよく解説していただき理解いたしま

今回はオンラインでの開催となりました。その時に、

した。松田ガバナーのお話を、これから１年間のロー

ホルガ―・クナークさんにメッセージを送っていただ

タリー活動に役立てさせたいと思っております。

きましたので紹介します。皆さまにも聞いていただく

松田ガバナーにおかれましては、健康に十分留意され

と、ためになるかと思います。見ていただければあり

ご活躍されることをご祈念申し上げます。

がたいと思います。

本日は誠にありがとうございました。
地区大会のご案内
（バナー交換）

日里

雅至地区大会実行委員長

ただいま、ご紹介にあずかりました地区大会の実行
委員長の日里

雅

至と申します。
コロナの関係でい
ろいろと皆さまに
ご心配をおかけを
いたしておりま
す。今の状況をお
知らせしますと、
ガバナー公式訪問懇親会

10 月に予定をし
ておりましたけれども少々厳しい状況かなと、いま考

乾杯のご発声

清水

幸彦パストガバナー

えております。新型コロナの関係でロータリーも、一

本日は松田ガバ

般の方々も大変困っている状況にあります。地区大会

ナー、ご苦労様で

をどうすると、はっきりと方向性を出したわけじゃあ

ございました。感

りませんけど今の状況ので、地区大会は、来年５月

慨深い話を聞いて

28 日が富良野 60 周年でありまして、それに「一緒

嬉しく思います。

にお祝いしたらどうか」というご意見もいただいてお

さて、コロナがな

ります。もう少々お時間をいただきながら、富良野の

ければ間もなく東

中では５月 29 日を予定して検討いたしておりますの

京オリンピック、

で、決定次第皆さんにご案内申し上げますので、ワイ

オリンピック競技の中でリレー競技、あれはバトン

ンとスキーと『へそ』の街・富良野においでいただき

タッチが一番大事だという。うちで申しますと、吉田

たいと思っております。北海道の『へそ』で皆さんを

さんと木下さんが頑張って前走者、後走者・松田さん

お待ちいたしておりますので、。よろしくお願いいた

にバトンを渡しました。あれが大事なことなんです。

します。

松田さんどうぞ元気に頑張って走り続けてください。
それから、古い話ですけどペストが流行ったのが今か
ら 700 年前の 14 世紀です。あの時、ヨーロッパで

松田ガバナーへ激励のメッセージ
吉田

潤司パストガバナー

は人口の 25％が亡くなった。統計の取り方は違いま

皆さん、こんばんは。パストガバナー、10 日目の

す。そして、この時にも「人類が滅亡する」と言われ

吉田です。こんなに違うんですよね。終わった人と松

たのですけれども､その後に来たのは「文明復興・ル

田さんみたいに元気いっぱいの人とで。松田さんと私

ネッサンス」の花が咲きました。どうぞ、こういうコ

は共通点がたくさんあるんです。ひと回り違うんです。





頭から見ると松田

締めのご発声

さんが上に見える

小船井修一パストガバナー

のですが、実際は

今日は親睦の委員長、ありがとうございました。

松田さん 1955 年

パストガバナーが３人いるのは地区内のクラブでここ

生まれで私は

だけです。そういう意味では、３人のパストガバナー

1943 年生まれで

にご配慮いただいたこと感謝申し上げます。

す。しかも、誕生

私は、吉田パスト

日は７月 23 日。

ガバナーと松田ガ

私は 25 日なのです。ほとんど同じなんです。ですか

バナーの中間で、

ら、たぶん性格も同じだと思うんです。中身はだいぶ

私は 1949 年生ま

違いますけども。松田さんに最初に会った時、私は「あ

れですから６歳ず

なた本当にお医者さんなの」と言ったくらい楽しい人

つ違うのです。

でした。

今、ロータリーは

私もちょうど１年前の７月 10 日に帯広から公式訪問

本当に大変な状況

始めまして、翌日には富良野に行きました。ちょうど

です。先ほど、松田ガバナーから世界のロータリーア

脇さんと村上君と行きました。大変な公式訪問で、最

ンが 118 万 9,000 人というお話がありました。今月

初は大変楽しくていろんな所に行けて歓迎されまし

現在ですと 118 万人を切っているはずです。9,000

て、本当に天国みたいでした。でも、やっぱり最後す

人以上減少しているはずです。そういうところで、釧

ごく疲れて、釧路の３クラブを残した時にすごい熱が

路クラブは底力があるクラブです。お一人お一人のお

出ましてダウンしたのですが、でも、ちゃんとこなし

力を維持し、そして発展していただこうと、ご期待申

ました。

し上げます。

松田さんは、若いといえども大変です。若さと松田さ

そして、これから松田年度がうまくいくように皆さま

んの巧みな話術でぜひ乗り切っていただきまして、わ

とご祈念申し上げ、この場を締めさせていただきます。

れわれ迷える子羊を導いていただきますようにお願い

皆さん、ご起立いただいて三本締めで行きましょう。

して、明日からまた頑張ってください。

それでは皆さん、ご協力をよろしくお願いいたします。

今日は本当にどうもありがとうございました。
松田ガバナーの退室（拍手）

本日のニコニコ献金
■松田
■白幡

英郎ガバナー
博君

炭火焼炉ばたちくぜん、オープンしました・
今年度累計

58,000 円
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釧路ロータリークラブ会報
会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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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博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

月間テーマ

ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

写真から語る釧路の今昔物語（担当：プログラム委員会）

次週例会

納涼ビアパーティー（舟木丸船出式）（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

■ソングリーダー：武久

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

晋治君

97 名

■ビジター
■ゲスト

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

なし
釧路市社会福祉協議会

会長の時間

舟木

土井

英昭会長

博会長

再会を重ねております。この友人は、本年度の目標で

皆さん、改めて

もある友好姉妹クラブ探しの強力な助っ人にもなって

こんにちは。お食

おります。個人的には四国のクラブも良いと考えてお

事の方はどうぞそ

ります。

のままお続けくだ

当初、思いも寄らなかったロータリーとお遍路の縁

さい。本日の会長

を活かしてなにか形にできたら素晴らしいと思う今日

の時間は、私の後

このごろです。

半のライフワーク
になった四国巡礼の話をさせていただきます。題名は
「お遍路とロータリーについて」です。

これは亡くなった女房が残してくれた最後の置き土
産だと思って感謝しております。（合掌）
これで、会長の時間を終わります。

きっかけは 12 年前、最愛の女房に先立たれ、その供
養のために始まりました。現在、距離にして 3,000 ㎞、
約四国３周を歩いております。四国を歩いて気がつい

新入会員紹介
スポンサー

天方

智順君

たことは、各地のロータリークラブが社会奉仕の一環

皆さま、こんに

として、歩き遍路の人々の接待、休憩小屋の建設、お

ちは。廣部雅資さ

寺の文化財の保存整備等の奉仕活動を実に積極的に

んをご紹介いたし

行っていることです。

ます。廣部さんは、

また、四国各県のガバナー経験者には、四国八十八

転出された清水寧

カ所の住職の方々がおられると小船井さんからも教え

会員の後、日本生

てもらい、驚きました。ロータリーとお遍路の縁はま

命道東支社支社長

だございまして、歩く途中、近くのロータリーの例会

で赴任されております。スポンサーは私と白幡さんで

があれば、ちょうど時間が合った時にはメイクアップ

す。ゴルフはされるということなので、当クラブは「な

をして新しい出会いもありました。

ゆたの会」というゴルフ同好会がございますので、ぜ

また、タイでのグローバル・グランドの補助金事業や

ひともご入会いただけると思います。麻雀はされない

マッチング・グランドの事業等で出会った四国の香川

ということです。趣味は「釣りにチャレンジ」。当ク

県・徳島県のロータリーメンバーとはお遍路のたびに

ラブは非公式ながら漁業部がありますので、船釣りな





どご興味があればよろしくお願いしたいと思います。

お酒の方は、「皆さんといつまでもお付き合いできる」

ご家族は奥様と２人の娘様ということで、単身赴任で

ということですので、ぜひ末広へ出ていただいて楽し

す。特記事項ですが、「ファイターズの一員として日

い夜を過ごしていただきたいと思います。

の丸を背負いました」。何のことかと思っているかも

本人は、昭和 48 年 9 月 26 日生まれで、もう少し

しれません。こういう会員が来ることを私はすごく楽

で 47 歳、今現在は 46 歳です。もう１人のスポンサー

しみにしていました。関西学院大学ファイターズ・ア

は白幡博君です。

メリカンフットボール部在籍時に、ワールドカップに

皆さんご存じのとおり柴田君や山下君が続けて支店長

日本代表として出場されております。なかなかそうい

で来られたりして、その山下望前支店長からも「ぜひ

う方はいらっしゃらないと思います。本当に嬉しく思

よろしく頼む、皆さんにお伝えして」ということです。

います。それでは、廣部さんから一言、よろしくお願

私もドコモのファンでして、昔はちょっと良い時代

いいたします。

がありました。携帯電話の新しい機種がタダの時代が
ありました。その都度、支店長にお世話になって、今

日本生命保険相互会社
道東支社

廣部

持っている電話は 28 台目ですから、今はだいぶ大人
雅資支社長

になって最近は変えることはなくなりました。
ただいまご紹介い

吉岡君、これからまた何年か皆さんと一緒に付き合っ

ただきました日本生

て行くと思いますけれども、楽しいロータリーライフ

命の廣部と申しま

が送られるようご協力のほどをよろしくお願い申し上

す。前任地は札幌で

げます。それでは、吉岡君から一言お願いします。

担当支社長をやって
いました。この度、
釧路・道東支社で支

株式会社ＮＴＴドコモ北海道
釧路支店

吉岡

社長ということで赴任してまいりました。

央支店長
ただいま、ご紹

いまほど過分なご紹介をいただいたのですけれども大

介いただきました

学時代は、少し前に話題になりました『殺人タックル』

ＮＴＴドコモの吉

で有名な「赤い方」にやられた「青い学校」の関西学

岡と申します。よ

院大学でアメリカンフットボールをしておりまして、

ろしくお願いいた

また、日本生命に入社した次第です。

します。

今回は、伝統と格式高い、そして最大規模、84 年

この度は、歴史と

の歴史がある釧路ロータリーに入会させていただきま

伝統のある釧路ロータリークラブに入会させていただ

して、地域貢献並びにこの釧路の街を私の範囲でしっ

く機会をいただきまして誠にありがとうございます。

かり盛り上げて行ければと思ってございます。

先ほど五明さんよりご紹介いただいたとおり私、以前

そして日頃は、担当職員並びに営業部長が皆さま方に

の職場は東京だったのですが、元々北海道の出身でし

は本当にお世話になっているかと思いますので、そう

て、生まれは函館になります。実家も今まだ函館の方

いった本業のところでも社会貢献ができればと思って

にあります。東京と北海道を仕事上行ったり来たりし

おります。このロータリーを楽しみにしておりました

ているのですが、どこで働いていても北海道のために

ので、引き続きこれからもどうぞよろしくお願いいた

という思いで働いておりました。この度、釧路で仕事

します。

をさせていただく機会をいただきましたので、釧路の
ため、そして釧路ロータリークラブのために少しでも

スポンサー

五明

正吉君

貢献できるように頑張っていきたいと思っております
こんにちは。本
日入会される新入
会員のご紹介をさ

のでなにとぞよろしくお願いいたします。
見てのとおり若輩ものですが、一生懸命頑張りたい
と思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

せていただきます。
お名前は吉岡央さ
ん。ＮＴＴドコモ釧

スポンサー

吉田

秀俊君
皆さん、こんに

路支店の支店長で、

ちは。新入会員の

前任の石鍋支店長の後任でございます。東京から釧路

竹村康治さんをご

に赴任をしてまいりました。「コロナは持っていない」

紹介いたします。

ということで安心をしてお付き合いのほどをお願い申

職業は北海道新聞

し上げます。

釧路支社の支社長





ということで、前任の菅原支社長の後任として赴任し

だサケ・マスの流し網があってトキシラズがどんどん

ております。

獲れていた時で、ここに来て釧路を見て懐かしく思い

若いころは、新聞記者として道内各地を転勤されまし

ました。今はニセコと言っていますけれど倶知安支局

たけれど、釧路でお仕事をされるのは今回が初めてだ

にもいました。どんどん外資が入ってくるころで、な

と聞いております。記者職を退いてからは、長い間、

にか怪しげなブローカーと随分お付き合いをさせてい

編集の仕事に携わっておりましたけれど直近は、道新

ただきました。そのうちにリーマンショックになり、

の電子版でお馴染みの電子メディア局の局次長を終え

全部お金が飛んで行きましたけれど。そういう現場も

られた後、６月に支社長として赴任されております。

見させてもらいました。

旭川の出身でして、お生まれが昭和 35 年 10 月 15

釧路は、初めてです。釧路へ来て一番快適なことは、

日で、前のお二人とは少し年齢差がありますけれど今

私は暑さが苦手で、この７月に長袖が着られることが

年めでたく還暦を迎えられます。ご家族は奥様だけで、

凄く幸せです。なかなか良い気候ですごく楽しめそう

お子様はいらっしゃいません。奥様は札幌のご実家を

な気がしております。

守られているということで、竹村さんも単身で釧路に

今年は、ご存じのようにコロナでいろいろなイベント

いらしております。趣味は山歩きと温泉巡りで、私と

が中止になって、ここの「どんぱく」も、花火大会も

は趣の違った健全・健康な趣味をお持ちであります。

中止で非常に残念ですが、少しずつ前に進んで行ける

また、当クラブの甲賀君が大学の後輩で、大学時代

よう私も仕事を通じてお手伝いをさせていただきたい

一緒にアイスホッケーをやられたということで、体力

と思います。

には自信があるのではないかと思っております。ただ

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

今日、甲賀君と会うのは大学以来だと聞いております
ので、ヘアスタイルの大きな変化に長い年月の流れを
感じるのではないかと思っております。

会長より新入会員へ歓迎の言葉

舟木

博会長

新入会員の皆さま、ようこそいらっしゃいました。

残念ながらゴルフや麻雀はされませんけれど、お酒の

前回も申しましたが、この大変な時期に当クラブに入

方は「いける口」と聞いておりますので、ぜひ機会が

会をしていただき大変ありがとうございます。

ありましたらお付き合いさせていただきまして、例会

先週は『ガバナー公式訪問』例会の中、織田君・田内

やいろいろな事業を通じて１日も早く釧路クラブの一

君・山田君の３名の新入会員が入会され、今週は、廣

員として馴染んでいただきますよう皆さまにお引き回

部君・吉岡君・竹村君の３名に入会していただきまし

しをお願いして私からの紹介とさせていただきます。

た。前回は、田の字が共通で名前を覚えましたが、今

よろしくお願いいたします。

回は、入会順で 96 番・97 番・98 番という
ことで９・６・７・８年・岡・部・村と下の漢字で名

株式会社北海道新聞社
釧路支社

竹村

前を全部覚えました。３名の趣味は釣り・ゴルフ・山
康治支社長

ただいま、ご紹
介いただきました

歩き・温泉巡りとお聞きしましたが、ご安心ください。
釧路の地は全てを完備しております。ぜひ釧路にいる
間に趣味を堪能してください。

北海道新聞社の竹

新入会員の皆さまには、まず例会に数多く出席をし

村と申します。こ

ていただきたいと思います。釧路クラブのメンバーは

の度は、歴史と伝

皆さんを心より歓迎いたします。これから数年間、釧

統ある釧路ロータ

路生活を当クラブのメンバーと親しくなって、心ゆく

リークラブのお仲

まで楽しんでください。

間に加えていただきまして誠にありがとうございま

尚、委員会配属は、廣部君と竹村君は親睦活動委員

す。

会です。佐藤委員長、よろしくお願いいたします。吉

ご紹介にありましたけれど、私が釧路へ来て一番びっ

岡君はクラブ広報・雑誌委員会です。水口委員長、ど

くりしたことは、先ほど甲賀さんと 30 数年ぶりに対

うぞよろしくお願いいたします。

面して、お互いの頭を見て驚愕しました。彼とは、大

短い挨拶ですが、歓迎の挨拶とさせていただきます。

学時代以来の再会だったのですが、釧路へ来て私も久
しぶりに生のアイスホッケーの試合が見られるかと思

転勤挨拶

い、それも楽しみにしております。

ＮＨＫ釧路放送局

私、先ほどご紹介にありましたように道内勤務が

武久

晋治君

皆さん、こんにちは。いろいろとお世話になりあり

もっぱらでございます。結構小さな街も勤務していま

がとうございました。本日３人の方が新たに入会され

す。ここから近い所では十勝管内の広尾町にウチの支

たのを見て、わずか 1 年前、私も同様に歓迎してい

局があるので 20 年ぐらい前にいました。あの時はま

ただき、いろいろ教えていただき、なによりも一緒に





笑ったり楽しんだ

霊の御霊をお祭りしていらっしゃる方ですし、先ほど

りすることができ

ご紹介にありました「釧路市社会福祉協議会」の会長

たことをしみじみ

をされております。この前会長はパストガバナーの清

述懐しておりまし

水様です。そのような奉仕の活動を釧路でされている

た。これから私は

方でございます。

早期退職をいたし

本日は、『セピア写真で語る釧路今昔物語』と題し

まして、関連団体

まして、短い時間ではございますけれども土井様のお

の「日本放送協会共済会」という会社に入りまして、

話を聞いていただき、土井様にはご飯を食べながらと

そこで内部監査の仕事をすることになりました。

いう非常に失礼な状況になっていると思いますけれど

思えば、ロータリーの方々は皆さん気さくで優しく
接していただき、私も北海道は初体験だったのですけ

もよろしくお願いしたいと思います。
それでは、土井様お願いいたします。

れども、観光名所や風光明媚の場所を教えていただい
たり、末広の名店をご紹介いただいたり、本当に釧路

釧路市社会福祉協議会

土井

英昭会長

ライフを満喫するためにいろいろご指導いただきまし

皆さま、こんにち

た。新しく入った方々に言うことがあるとすれば、
「先

は。ただいまご紹介

輩の胸の中でまどろみなさい」みたいな感じだと思い

をいただきました釧

ます。ご心配なく、非常に楽しく良いクラブだと思い

路市社会福祉協議会

ます。私の一番記憶に残っていることは、昨年、当時

の土井英昭です。本

の吉田ガバナーをお支えして地区大会をした時に、私

日は、釧路ロータ

はかなり頑張って牡蠣を焼かせていただきました。焼

リークラブの例会に

いても、焼いても牡蠣があるので、これはいつまでや

私のような者がご指名をいただきました。果たしてど

るのだろうと思ったのですけれど、ちょうどその時、

んな話をすれば良いのか非常に心配をして１週間ぐら

台風が来ていて、牡蠣を焼き終わるころには台風対応

い悩みながら資料整理をさせていただいたわけでござ

で局に帰らなければいけなくて、最後はご一緒できな

います。

かったことが心残りですけれども、おかげさまで牡蠣

実は、会長に就任されました舟木博会長には、50 年

を焼く技術はあの１日でかなり向上したのではないか

来同業者としてご厚誼をいただきました。また要職の

と思っております。その時にいただいた和商市場の前

プログラム委員長の中島さんは商売の関係でお世話に

かけ、あれが一番の釧路の宝物になっております。

なって、そういうことからお断りすることができない

これから東京に帰りますけれども、私には子どもが１

で本日やってまいりました。

人おりますけれども大阪に行っていて、家内と２人き

今日は釧路を代表する、釧路を支えていると言っても

りの暮らしになります。前かけを付けてしっかり家事

過言ではない会員の皆さまばかりであります。本当に

にいそしみたいと考えております。

私ごとき者が皆さんの前でお話をすることはいかがな

これから、暑くて快適ではない東京に戻ります。ご

ものかと緊張をしてやってまいりました。

承知のようにコロナもかなりヤバイ状況になってきて

私の大先輩で尊敬する清水先生、今日は元気にされ

おります。ウイルスはもちろん持ち込みませんけれど

ていて先ほどお会いしました。私も 80 歳近くなりま

も、機会を見つけて釧路に戻って大好きなゴルフや観

した。年をとって「物を忘れてどうにもならん」とい

光ができればと思っております。その節には、またお

う話ばかりします。清水先生の元気な姿を見たらそん

声がけさせていただきますので、元会員として温かく

なこと言っていられない。もう１回一生懸命頑張らな

お迎えいただければと思います。

ければいけない、とそんな思いをして本日この壇上に

本日は、どうもありがとうございました。

立たせていただいています。
今日は時間が限られておりますので早速お話をさせて

本日のプログラム ■
「セピア写真から語る釧路の今昔物語
■

プログラム委員会

中島

徳政委員長

いただきます。
今日のお話は、
『セピア写真で語る釧路の今昔物語』。
先ほど中島君に紹介いただきました米町３丁目定光寺
の真向かいで爺さんの時代から 100 年以上住み続け

中島でございます。1 年間、よろしくお願いいたし

ていて、私は３代目ですけれども、そういう関係で「釧

ます。本日の講師をご紹介させていただきます。本日

路発祥の地の米町の話をしてくれないか」というご要

の講師は、市内米町で大道さんの定光寺さんの下の方

望をいただきました。

で、『 ( 有 ) 丸喜冠葬』の代表取締役会長をされてい

この橋南地区はまさに釧路の発祥の地であります。こ

ます。また、釧路市遺族会の会長として護国神社で英

の地域がどんどん街の形態が変わって、北大通になっ





ていくわけであります。北大通は当時「西幣舞」と言っ

これは明治 22 年に当時釧路で酒造りや米穀商として

ていた街です。そして、駅ができると同時に駅裏の方

大きな商売をされた「愛北物産釧路出張所」が当時の

がどんどん開かれて街の形態が変わっていくわけで

軍の軍長の薦めで、私財を投げ打って釧路川に最初の

す。その米町に私が住んでおりました。

橋を建てたのがこの橋です。これは写真ではありませ

本当に古い人がどんどんいなくなりました。語り継い

ん。当時の誰が描いたのか不明ですけれどもこういう

でいかなければいけないが、なかなか語り継ぐ人がい

木製の橋でありました。

なくなって、私の世代 80 代がその当時の米町に住ん

釧路川で最初の橋で、長さが 218ｍ、幅が 3.6ｍ。工

でいる長老から話を聞いたものを思い出しながら今日

費は当時のお金で 2,500 円で、
『有料の木の橋』でした。

は話をさせていただきたいと思います。

いまの北大通側とロータリーの所に料金所があって、

釧路の始まりは、江戸時代。釧路は「クスリ」と呼

そこでお金を払って橋を渡っていた。それまでは橋が

ばれていた時代であります。寛永 20 年頃、これも定

ありませんから全部船で渡っていたという文献です。

かではありませんけれども現在の南大通８丁目にある

この橋ができてから、218ｍの木の橋として北海道で

あの『佐野』のあたりで松前藩がアイヌ人との物々交

も一番長い橋として大変な注目をされていました。

換をしていた。そこは商売の商い場としてできていた

この橋ができて一気に南から今の北大通の方に開発が

のです。先住民族であるアイヌの人たちと、お魚と生

開けていくわけです。その時に、南大通の方はどうなっ

活物資を物々交換する商い場としてまずできたのであ

ていたかといいますと、真砂町と洲崎町２つの町しか

ります。これは明治３年頃に松前藩から役人が来てま

なかった。今の入舟町、大町はずっと海岸線で砂だっ

ず釧路出張所として始まったという話になっていま

た。それを埋め立てて、今の入舟町、大町ができた。

す。その後は皆さんご案内のとおり、二代目の佐野孫

そして南大通の表にはたくさんの商社がどんどん立ち

右衛門という豪商がその後を引き継いでいたのです。

並んでいくことになるわけであります。

なぜあそこにそういうものができたかといいますと、

次の写真をお願いします。これは２番目の、ここで

当時の原住民であるアイヌの人たちを目指してロシア

初めて『幣舞橋』ができるわけですけれども、この橋

の人たちがこの北海道の地を自分たちの領土としたい

も木造でしたけれども橋桁をしっかりとしたものにし

という動きがありまして、日本の松前藩があわててこ
会長
こに出張所を開設したという話になっているわけであ

ています。初めの橋が木造で非常に弱いものですから、

ります。

行止めになってどうにもならん」ということで、14・

氷が溶けると橋桁にどんどん当たって、その都度「通

その後、この場所で佐野孫右衛門さんがいろいろと活

５年経った後に今度

躍をされ、当時はやはり釧路の第一次産業である漁業

は豪雪で当時の釧路

が盛んでした。お魚がとても捕れて、生活の中心は漁

町がお金を出して建

業で、その漁業の人たちの船の安全を守るために、釧

てた２番目の橋で

路の皆さんを守るために安芸の宮島から『厳島神社』

す。

を分園としてこちらにお招きをして、皆さんご存じの

この当時のこの写真

方があるかもしれません、あの料亭『八浪』さんに小

を見ますと、手前の

さいお社みたいのを建てたのが始まり。それで、二代

方が皆さんの関連している産業会館のあたりからビル

目佐野孫右衛門さんが「これではどうにもならん」と

があって、向こう側が北大通です。これも非常に古い

いうことで、現在の高台に厳島神社を立ち上げたので

写真でございます。

す。まさに釧路の守り神として、あの高い所に広島県

ここから私の本当の話になります。米町には、２つ

安芸の宮島からの分園として建てられたのが釧路市の

の神社、１つが厳島神社、もう１つが護国神社、この

歴史の始まりと言われているわけでございます。

２つの神社。そしてお寺が７カ住、釧路のほとんどの

次に、このスライドを見ていただきます。これは明治

宗派のお寺が全て米町・弥生町界隈に７つ。２つの神

20 年頃の写真です。下に出ているのは米町の下の知

社と７つのお寺がありますけれども、どのお寺も本当

人（しりと）、弁天ヶ浜あたりの図で、当時は風が強

に素晴らしい本山を揺るがすくらいの立派なお寺に

くて、まさぶき屋根が飛んでしまうので、石を並べて

なっています。

屋根が飛ばないようにした写真だそうです。その上に

当時はこのようにカヤブキ、一番歴史が古いのは弥生

あるものは、それからしばらく経って街並みもきれい

町２丁目にある聞名寺さんです。これは明治８年に佐

になり、石も上がっておりません。しっかりとした建

野孫右衛門さんによって現在の所に誘致をされ、説教

物になっています。これはいまの入舟町辺りの写真と

所として設けられていました。明治の初代の住職は永

言われているものです。

福法随という住職が京都からみえていて、法名は藤法

次のスライドお願いします。これは、一番初めの幣

隋であったそうで、非常にレベルの高い人、寺子屋を

舞橋でして、初めは『愛北橋』と言われていました。

釧路に初めて作って、これが後の日進小学校になって





いくという歴史であります。その間、この聞名寺は明

新聞社があった時の写真でございます。向かいが今の

治 38 年に火災で全焼してしまい、その後の大正時代

水道局で、その一丁こちら側で、いま『啄木ゆめ公園』

の東本願寺派の大谷派として現存されている立派なお

になっている所に南大通の交番派出所がありました。

寺であります。

その横に皆さん名前は聞いたことあるでしょう、『両

次に、これが皆さんもよく分かっている米町３丁目

角商店』です。丸三鶴屋の先々代が呉服屋を大きく開

にある曹洞宗の定光寺さん。曹洞宗のまさに北海道の

いていた。その向かいが『岩堀薬局』ですから、皆さ

総本山ともいうべき定光寺。大道光肇がいま住職とし

んと同じロータリーの会員でおられたあの有名な岩堀

て活躍をされていることは皆さんにご案内のとおりで

さん、あの岩堀さんの先代があそこで店を開いたとい

あり、先代の住職は横浜の本山の管主を７年間務めて

う由緒のある所でありました。

釧路へ帰ってまいりまして、３年前、お亡くなりにな

皆さん、昭和７年の写真です。これが当時の米町から

りました。今はその息子さんが住職としてしっかりと

宮本町、日進小学校のあたり。下の南大通り、入舟界

継いでおられます。この曹洞宗の本山は石川県の能登

隈の昭和７年の写真です。この前の写真もありますけ

にあった永平寺。これが火事で焼失してしまいます。

れども、写真ではなく手書きですから正確なものでは

その後、福井県の方に行き、そして東京以北は、定光

ないということで、この写真。これは本当に小さくて

寺の住職が貫首として行っておりました横浜の總持寺

よく見えませんけれども、今でも現存している南大通

です。非常に由緒があり、いまも曹洞宗では北海道一、

の『成田餅屋』さんなどが昭和７年、88 年前の写真

そして檀家数も 6,000 人を数えるという大きなお寺

に載っております。ですから皆さんの知っている人も

さんです。いま現在、見習いの僧や修行をしている人

載っているかもしれません。これは拡大していただく

を含めて 20 名を超えるお坊さんが修行をしているそ

と大きいものもありますので、もしご希望があったら

ういうお寺でございます。

プログラム委員長にお願いをして作っていただければ

次、これは釧路の民衆駅。その前の駅は幸町、今の

いいかと思います。

幸町公園に駅がありました。そこは浜釧路駅として繋

この写真から言いますと、いま『啄木ゆめ公園』になっ

がっていたのですけれども、これは今の駅の前身、民

ている所の向かいが当時の郵便局の本局だったので

衆駅として今の位置・北大通 14 丁目にあります。あ

す。その後に『かさい病院』という釧路でも一番大き

の駅が民衆駅として誕生した時の状況がこれに写って

な病院があったのです。第三小学校、後の東栄小学校

います。これで南からどんどん北大通、それこそ西幣

です。上の方にちょこっと出ている第一小学校が日進

舞の方にどんどん開けて行く街づくりの変遷でありま

小学校です。

す。

次は、いよいよ私の本番であります『遊郭』のお話を

次にお願いします。これからお話をする米町の料理

したいと思います。遊郭の歴史は明治４年に久本種右

屋ですけれども、有名な料理屋で『喜望楼』。これは

衛門という人が女性３人を連れて釧路にやってまいり

後ほど出て来ますけれども、石川啄木がここによく

ます。そして木造３階建ての遊郭『種ヶ島』を造りま

通っていた。古い人なら知っている人もおられると思

す。これは『種ヶ島』ではありません。これは『たま

います。南大通８

しまろう』です。『種ヶ島』はこの先にある木造の３

丁目の竹富稲荷か

階建で、米町２丁目、現在の明照幼稚園の道路側に建

ら「八浪」さんの

てられて、そこで初めて遊郭が開設するわけでありま

方に上がって行く、

す。その回りに米町 3 丁目まであっという間に 12 軒

車が通れない通り。

ばかり遊郭ができるのです。その後、米町の火災で

あの上に「喜望楼」
や「鹿島屋」など
５軒の料理屋さんが並んでいて、そして夕方５時を過

『種ヶ島』から火災を出し、それで遊郭が全部焼けます。
それで焼けた後どこへ行くかといったら今の浪花町
（トンケシ）と城山（モシリヤ）の方に遊郭は分散を

ぎると三味線の音がいつも聞こえていた場所の一番中

して進出するのですけれどもなかなか繁盛しないので

心でありました「喜望楼」の写真を載せさせていただ

す。やっぱり米町でなければ繁盛しない。なぜかと私

きました。

もいろいろ文献などを調べたら、やっぱり漁船が着く

次に、これは私が昨日、啄木のことを教えてもらい

波止場入り口。南大通の８丁目から回ってカーブで

たくて、啄木の記念館に行って聞きましたらこの写真、

行った突き当たりに小さな波止場があって、そこが唯

金田一京助と啄木の彼女と言われて有名な小奴こと近

一の渡船場でした。そして漁師の船もあそこから釧路

江ジンの２人が釧路新聞社の前で撮った写真です。

川に沿ってビッチリ船が付いています。漁師の人は一

88 年前の写真だそうです。

生懸命働いて、上がってきたらまず神社仏閣をお参り

これは今のどこかと言ったら、今の水道局の１本後に

して、そして門前町の米町の遊郭へ上がって遊んでい

昭和シェルの石油スタンドがあります。あそこに釧路

たそうでございます。





その当時、行った人はいないかもしれません。もうみ

私の知っている遊郭の経営者も本当に人格の素晴らし

んないなくなりました。私はちょうど子どもの頃で、

い人で、私もいつも尊敬をしている人が、米町から市

まだ遊郭がありました。昭和 32 年に、遊郭は日本の

議会議員さん４人の方が出ておりました。私もいろい

まさに女性の人権を無視した法律として売春禁止法で

ろなことを教えていただきました。子どもの頃から「こ

改正をされます。そして 33 年までの１年間猶予期間

う生きるのだ」「こうやるのだよ」とそういう教育を

で遊郭で働いていた皆さんはそれぞれが道を求めて行

受けてきたことが本当に思い出されてなりません。

くのですけれども、その頃末広町が盛んになってきて、

これは厳島神社の天皇陛下の行幸の話であります。大

キャバレーやクラブで若い人は働いて、歳をとった人

正 11 年に初めに天皇陛下がお出でになった時。大正

たちは炉端を開設したりしました。また遊郭の人は東

天皇のことは皆さん覚えている方もおられるかどうか

北の人が中心で、遊郭のお姉さん方は生活が大変で、

しりませんけれども、体の弱い天皇陛下で、昭和天皇

みんな家族を救うために、家族を養うために働いてい

が名代で釧路へ行幸に見えて、この人力車で幣舞橋を

た。それが現実でありました。これは遊郭の『武蔵楼』

渡って厳島神社まで行くわけです。砂利道の中を行っ

です。

たという話であります。

その中で、復活をしてまた遊郭に戻って来るのですけ

これは昭和 11 年に 2 回目の天皇陛下がお出でになっ

れど、今度は当時の釧路町が風紀上１つの所にしっか

て、そして大歓迎をして当時の佐藤国司市長が先導役

りまとめる政策の下でどうなったかと言いますと、そ

を務めて、入ってまいったところです。一番後にいる

の頃全く湿地帯で家もなにも建っていない米町４丁目

のが厳島神社の曾爺ちゃん。赤い印を付けていただい

を埋め立てて遊郭街を造っていくという政策でありま

てあります。

した。あの狭い所に 18 軒の遊郭が一気にできていく

その後ろにお立ち台を作って、お立ち台から釧路市の

わけであります。それに付随して３丁目・２丁目にも

街を見て、阿寒の山々がきれいに連なっているのを見

遊郭があって、最盛期には 32 軒あったと言われてい

て、「素晴らしい所だ」と。

ます。そのうちの公娼・国が認可した郭（くるわ）は

いまの天皇陛下が

19 軒。それ以外に 10 数軒が許可を持たない遊郭が

皇太子の時に感激

あったと、文献にもきちんと載っております。いま出

をして帰った時の

ている人は遊郭のお姉さん方です。

写真でございます。

この遊郭のお姉さん方には、２種類あって１つは三味

ですからこの厳島

線などの芸を一生懸命に売っている芸者さん、そして

神社は釧路の守り

芸を売らない女性の性を売るお姉さん、この２つが

神であり代えがな

あったように私の記憶には、そして私が古い郭をやっ

い、そして安芸の宮島から分霊をいただいてつくった

ていた人に聞いた話の中にありました。

一之宮であります。北海道においても非常にレベルの

それで、昭和 33 年にこれを全部解散した後にどうなっ

高い神社です。いまの神職も権禰宜（ごんねぎ）も一

たか。郭は全部が下宿屋や旅館になります。そして働

生懸命に頑張っておられます。何と申しましても釧路

いていた人は故郷の東北へ帰った人もいます。釧路市

の全ての歴史を知っているのがこの厳島神社でありま

で結婚をした人もいます。そしてきちんと子どもを２

す。

人も３人も育てて幸せな生活を送った人もいます。

そこで私のまだ担当をしている護国神社の話をさせて

さまざまな道に行くわけでありますけれども、釧路の

いただきます。参道を上がって右側に護国神社があり

場合は悲惨な人は割合少なかったと私は聞いていま

ます。そこには、釧路市と釧路管内７カ町村の兵隊さ

す。どこよりもこの釧路の遊郭が違う点はなにか。こ

んで行って殉職された人 3,337 名の柱をお祀りして

れは、釧路の遊郭の経営者が全部堅気の人だった。本

いる所であります。そこで毎月第３日曜日にその月に

州は全部がテキヤさんか何かの人が経営をしていて、

亡くなった英霊をしっかりとお慰めをして玉串を捧げ

ですからすごく悲惨な状態が本州の方にはあった。北

ています。これは全国で釧路市だけだそうで、本当に

海道では釧路だけが郭の経営者は全部が堅気の人、で

高い評価をされています。「戦争で犠牲になった人を

すから郭のお姉さんにも賃金をきちん払って、そして

しっかりお守りをして行かなければ街は絶対栄えな

組合もしっかり。料理屋組合、郭組合として組合を運

い」が私の持論でありますけれども、いまその役割を

営されている。何よりすごいと思ったことは、あの米

担っているところであります。

町４丁目の狭い所に、遊郭をやっている４人もの市議

時間が過ぎましたね。皆さんは忙しく貴重な時間の

会議員が出て、そして釧路市の街づくりをしっかり

人ばかりでございます。釧路を代表する皆さん、釧路

担っていた。南大通も含めて全部で 11 人の市議会議

を支えている会員の皆さんばかりだと私は思います。

員がいる。本当に釧路市の原点を作ってきたような先

この私たちの故郷釧路のために、釧路を支える役目と

輩たちだと私はそう思います。

して釧路ロータリークラブの皆さんのご健闘を心から





ご期待を申し上げ、簡単措辞でございますけれども私
の拙い挨拶を兼ねての講演とさせていただきます。
また、今日は久しぶりに知っている人にお会いでき

会長謝辞
土井会長さんにおかれましては、釧路発祥の地・米
町の地理、そして歴史を詳しく説明していただき大変

て、私ども社会福祉協議会の大先輩の尊敬をする清水

ありがとうございました。

先生がお見えでございます。

最近、若い地元の人々が、「元町青年団」を作って地

このコロナで社会福祉協議会も大変でございます。緊

域活性化に務めている米町を改めて見つめ直すことが

急資金の受付窓口行っていて、昨日現在の話では

できました。

678 人の申請があって１億円を超えたと承っていま

土井会長は若い時からの体型が全く変わらず、雄弁な

す。私どもは少しでも頑張って行きたいと思います。

ところも全く変わっておりません。多方面で活躍され

皆さんの益々のご健闘をを心からご期待を申し上げま

ている姿を見ると頼もしいものです。現在 79 歳とお

して終わりにさせていただきます。

聞きしておりますが、ぜひ頑張って 100 歳までご活

ありがとうございました。

躍されることを願っております。
本日は、どうもありがとうございました。

本日のニコニコ献金
■武久

晋治君

短い間でしたが、お世話になりました。

■中島

徳政君

今年度、初担当例会です。一年間よろしくお願い致します。
今年度累計

63,000 円
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例会日 毎週木曜日 12:30 〜 13:30 夜間例会 18:00
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月間テーマ

ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

納涼ビアパーティー（舟木丸船出式）（担当：親睦活動委員会）

次週例会

会員卓話「鉄道 趣味の世界」（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：須藤

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

隆昭君

95 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

舟木

博会長

せっかく夫が良い話をしても無駄になるみたいです。

皆さん、こんば

女性脳は、太古の昔から子育てと家事のために発達し

んは。今日は 1 冊

てきたそうです。特に子供を守るために、常に子供の

の本を読んだ感想

小さな変化を見逃さず命を繋いできた結果、身近な変

を話させていただ

化に非常に敏感になっているそうです。われわれが夜、

きます。少し前に

末広から家に帰ってきたら、妻のチェックの鋭さを思

ベストセラーに

い出してください。

なった面白い本を

一方、男性の脳は、野外に出て、常に天敵から身を守

１冊紹介いたします。題名は「妻のトリセツ」という

り狩猟生活を連綿としてきたおかげで、狩猟のための

本で、著者は黒川伊保子さんです。

地理や手順を考える能力が身に付いてきたそうです。

この本を読むと、長年感じていた妻の不可解な行動の

そんなわけで物探しをするときには、男性は目の前の

謎が解けると思います。どうやら男女には男性脳と女

ものを探すのが下手で、女性は３メートル以内の小さ

性脳というのがあるみたいで、一般に男性は論理的に

な変化を見逃さないみたいです。また、蕎麦屋さんに

物事を考え、一方で女性の脳は感情を伴う記憶で物事

行っても、壁側に座ったら常に遠くを見ながらきょろ

を考える傾向があるそうです。

きょろと知人を探しているみたいです。女性と向かい

妻が皆さんに何かの話や相談をしてきたときは、まず

合って座布団に座るときには壁の方を見て座って、相

余計なことは何も言わず、
「そうだね」と相槌を打って、

手をしっかりと見ると相手に良い印象を与えるみたい

共感してあげることが最も大切だと言っております。

です。この中にはいないと思いますが、合コンのとき

そして、「大変だったね」という労いの言葉がさらに

にはぜひ実践してください。

大事だそうです。

最後になりますが、この本が売れたために第 2 弾と

女性同士の会話では、常に相手と共感し合うそうです。

して「夫のトリセツ」という本が発売されて、これも

皆さんが妻に、例えば親の問題・子供の問題で話をさ

読んできました。

れたら、男は論理的に具体的にひとつずつ解決法を考

雑多な話ですが、会長の時間とさせていただきます。

え、いろいろと意見を述べると思いますが、それはほ

ありがとうございます。

とんど相手に伝わっておらず、多分聞いていないそう
です。ほとんどの場合、相手はただ黙って話を聞いて
ほしい、共感をしてほしい、ただそれだけのようです。

■

本日のプログラム ■

納涼ビアパーティー（舟木丸船出式）





親睦活動委員会

佐藤

貴之委員長

また、同時に第７分区・石田ガバナー補佐の年度もス

ただいまご紹介にあずかりました親睦委員会親睦委

タートしています。下期にはＩＭの開催もございます。

員長の佐藤でございます。本日の司会を仰せつかって

また、みんなで力を合わせて素晴らしいＩＭができる

おります。皆さま、よろしくお願いいたします。

ように頑張っていきたいと思います。

本日は 67 名の会員の皆さまにご出席いただいており

ただ、新型コロナウイルスの感染が収束どころかその

ます。大変嬉しい限りでございます。それでは、開会

先も見通せない状況で、ロータリー活動も例年とは違

宣言を行いたいと思います。

うスケジュール、また対応が求められています。みん

開会宣言は滝越康雄プログラム委員長よりお願いいた

なで知恵を出し合いながら舟木会長、石田ガバナー補

します。

佐をしっかりと支えて、いい 1 年にしていきたいと
思います。

開会宣言

クラブ運営委員会

滝越

康雄委員長

今日は納涼ビアパーティーということで舟木会長、石

こんばんは。変

田ガバナー補佐の船出をお祝いしながら楽しい時間に

わった角度から話

していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

し始めます。男同

します。

士があまりに接近

それでは、乾杯をさせていただきたいと思います。よ

し過ぎて、密度が

ろしいでしょうか。

高過ぎてと言った

舟木会長、石田ガバナー補佐のご活躍、そして本日お

らいやらしい話な

集まりの皆さまのご健勝をご祈念申し上げまして乾杯

のですが、私と舟木会長との２年前の関係の結果から
こんな所に立たされております。

をさせていただきます。
「乾杯」

この例会は、舟木年度を船に例えての例会です。今年

ありがとうございました。

は異常で、異常が普通でして、予定ができません。な
るようになるしかならないので、例会や行事が全部予

親睦活動委員会

定通りいくとは限りません。飲める時に飲んで、食べ

皆さま、これより動画の上映をします。お食事をされ

る時に食べると。

ながら見ていただければと思います。

私も、キャンドルまで残りの例会 43 回、残りの日に

まずは中身の説明を少しさせていただきます。動画全

ち 329 日。毎日、カレンダーをマジックで消してい

体が三部の構成で、各構成の中に入っております字幕

ます。早く終われと、そういうことで精いっぱいやり

のスピードが大変早くなっております。ニュース速報

ますので最後までご出席をよろしくお願いいたしま

並みに早いのをご承知おきいただければと思っており

す。

ます。全体の時間は８分 30 秒と少々長めになってい

今日の例会はいっぱいの出席で非常に嬉しい結果でご

ます。お酒を飲みながら見ていただければと思います。

ざいます。皆さま、今後もきちっと全力でやりますの

こちらの作品は理事と親睦委員会で作成しています。

でよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

それでは、始めます。

それでは、動画上映をします。

乾杯のご発声

脇

佐藤

弘幸パスト会長

貴之委員長

（動画上映）

皆さん、こんば
んは。今、お話ご

舟木会長より一言

ざいましたように

皆さん、こんな

舟木会長の指名年

格好で失礼します。

度の会長というこ

お手元のドンゴロ

とでご指名をいた

スの袋には盗んだ

だきましたので乾

金塊がどっさり

杯の音頭を取らせていただきます。

入っておりません

今年度がスタートして今日が４回目の例会です。三役

が、舟木丸の出航

も少し慣れたかなと思いきや、結構な緊張感がまだ

のお土産に用意しましたのでお持ち帰りください。

残っているのかなというところでございます。これか

本当は、西洋の海賊の格好はしたくなかったのですよ。

らまだ 11 カ月、先が長く残っておりますので最後ま

できれば瀬戸内の村上水軍の格好をしたかったのです

でしっかりとやり切っていただければと思うところで

が、「今年は皆さんの言うことを『ハイ』と言って、

ございます。

素直に聞け」と言われておりますので、不本意ではあ





りますが『ハイ』と言うように努力をしております。
どこまで続くか分かりませんが、あと 11 カ月頑張り

各委員会より今年度の抱負

ますので、皆さんよろしくお願いいたします。

プログラム委員会

中島

徳政委員長

私の体型の２倍くらい大きい浅野君より出席委員会
石田

博司ガバナー補佐よりＩＭのご連絡
お楽しみのとこ

のご挨拶を預かっておりますので、代読させていただ
きたいと思います。

ろ少し時間をいた
だきます。今年度、
ガバナー補佐を仰

出席委員会

浅野

清貴委員長

「今年度、出席委員長を仰せつかりました浅野です。

せつかりましたの

なかなか出席できていない私が『出席率向上』を掲げ

でどうぞ１年間、

るのもおこがましい話ですが、少しでも舟木会長年度

よろしくお願いい

のお役に立てるように浅川副委員長、川合会員、関向

たします。

会員のお力をお借りしながら頑張ってまいります。ど

コロナの影響で公式訪問がリアルで行ったのが２カ所

うぞ、

だけで、あとはリモートで終わってしまい、特に盛り

１年よろしくお願いいたします」

上がりも感動もないままスタートしております。例年

と、いただいておりますので、まずは浅野君をよろし

ですと各クラブの会長・幹事さんと一緒に新聞社をお

くお願いしたいと思います。多分、函館でそのような

訪ねして、翌日の記事には写真が出るのですが、それ

こと嬉しく思っていると思います。

がまだ出ていませんので、デビュー前みたいなもので

私は本年度、プログラム委員長です。先々週にお寺の

す。このまま終わってしまうのではないかと思います

話と遊郭の話を社会福祉協議会会長の土井さんにして

が、皆さまには来年ＩＭで仲間を招いて楽しいイベン

いただきました。誰一人帰ることもなく最後まで聞い

トをぜひお願いしたいと思います。

ていただいて、さらに時間をオーバーして、土橋さん

つきましては、その意気込みをＩＭの実行委員長・五

に一発目の謝りをさせてしまったという大失態からの

明正吉君から説明をお願いいたします。

スタートのプログラム委員長です。
来週はたぶん安心。会員の中で一番趣味が多彩な小野

五明

正吉ＩＭ実行委員長

寺会員の講話になっております。ぜひ、たくさんの方
こんばんは。今年

にお越しいただきまして、鉄道の話を去年から準備万

度のＩＭ実行委員長

端だと聞いておりますので、よろしくお願いします。

を無理やり仰せつか

１年間、プログラム組んでまいります。コロナのこと

りました五明でござ

もあり、どうなっていくか分かりませんが、皆さまの

います。普通、私は

興味のあること、ありそうなこと、触れていきたいと

こういった実行委員

思いますので、ぜひ、１年間よろしくお願いいたしま

長関係はやらないと

す。

思っていました。ただ、末広でこうやって商売をやっ
ていますと、なかなか断れない人間が何人かだけはい

クラブ会報・雑誌委員会

るのですよね。その 1 人が石田ガバナー補佐で、こ

こんばんは。クラブ会報・雑誌委員会委員長を仰せつ

ればっかりは断れないなということでございます。で

かりました水口でございます。

も引き受けた以上は、みんなが楽しいＩＭになるよう

舟木会長から「委員長をやってほしい」とお電話いた

な形で、日にちは３月 12 日と決まっております。そ

だいて、その時は簡単に受けてしまったのですが、こ

ういった中で進めてまいりたいと思いますけども、私

の委員会はこんなに大変なのだと今ごろ重々感じてお

はひとりではどうにもならないことは分かっておりま

ります。委員会メンバーにおいても、初めのうちトラ

す。明日から、私に目を合わせないような人間がいた

ブルがあり「えーっ」となったのです。他のメンバー

ら、その人を僕はしつこく追いかけますので、会った

も例会でほとんどお会いしたことがない委員会メン

らニコッと笑っていただければいいかなという気もし

バーだったものですから、この先、厳しいなと思って

ます。

いたのですが、清水大委員長や工藤さんからサポート

これからスタッフ関係でいろいろお願いにあがると思

していただきスタートしたわけです。

います。その時は『ロータリーは断らない』を念頭に

去年は俯瞰やっていまして、今年も出席しないと写真

置いて対応していただければと思っております。

撮り等ありますので、100％を目指さなきゃと思って

どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうござ

おります。皆さまにもいろいろお願いすることが今後

います。

出てくるかと思います。改めて、またよろしくお願い

水口

喜文委員長





したいと思います。

いたことすら忘れました。

また、コロナ収束の兆しが見えなくて今後、例会も場

３年前の社会奉仕委員会で思い出しました。数学検定

合によって以前の状態になる可能性もあるものですか

の検定員で小学校に行って試験官的なことをやりまし

ら、その対策を十分考えながら委員会活動を進めてま

た。ロータリーらしい素晴らしい委員会だなと思って

いりたいと思っています。１年間、どうぞよろしくお

います。

願いいたします。

委員長は吉田英一委員長です。昨年度も出席委員会で
吉田英一委員長、僕が副委員長でした。永遠にこのコ

会員増強･選考･職業分類委員会

五十嵐正弘副委員長

皆さん、こんばんは。本日は松井委員長が欠席とい
うことで副委員長仰せつかっております五十嵐が一言

ンビが続かないことを願ってご挨拶とさせていただき
ます。
よろしくお願いいたします。

だけ挨拶させていただきます。
会員増強という大変重要な副委員長ということで、松

職業奉仕委員会

村上

祐二委員長

井委員長の方針にあります『100 人の死守、純増 8％』

皆さん、こんばん

で、松井委員長を支えながら頑張っていきたいと思い

は。職業奉仕委員会

ます。

の委員長を務めさせ

１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

ていただきます村上
でございます。

クラブ研修委員会

脇

弘幸副委員長

先ほど、このお菓子

クラブ研修委員会

が配られましたけれ

の脇です。委員長が

ども、よく見たら『舟木丸』と書いているのです。気

邵委員長で、委員に

付いていない方がいるのかと思って、お伝えしなけれ

天方直前がいるとい

ばと。『丸木舟』と書いていて、中島さんの所のお菓

う３名の弱小委員会

子でもないですけども。よくやったなと思って、どう

です。前年度にロー

しても言いたくて、すみません。テーブルで「どうせ

タリー情報委員会か

だったら中島さん、舟木丸というお菓子出せばいいん

らクラブ研修委員会に名前が変わったのですが、中身

じゃないか」という話も出ていました。失礼しました。

はたぶん全く変わっていないと思います。今年はクラ

職業奉仕委員会の委員長として、他のボランティア団

ブ研修セミナーをやるのか、やらないのか。よく分か

体にはないロータリークラブの特質とも言える職業奉

らないですけれども、あとで邵委員長に確認しておき

仕、私はまだその意味を知るところではないですが、

ます。

この１年間の活動をとおして、私や経験のない会員と

今年度に入りましてから２回ほど新入会員のオリエン

ともに職業奉仕の意味を知る機会をたくさん作ってい

テーションもありましたし、しっかりと新入会員の

ければと思っております。

フォローを考えながら１年間の活動を進めていきたい

今後ともご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

と考えております。

ありがとうございました。

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがと
うございました。

国際奉仕委員会

小船井修一委員長
こんばんは。国

社会奉仕委員会 前田

秀幸副委員長

際奉仕委員長の小

皆さま、こんば

船井です。どうぞ

んは。社会奉仕委

よろしくお願いい

員会、知らないう

たします。委員長

ちに副委員長に繰

経験はあまりない

り上げになってい

ので、２回目だと

た前田です。最近、

思います。舟木会長からご指名いただきました。

イメチェンが成功

国際奉仕、さまざまな部分ありますが、今回のコロナ

しているのか失敗しているのか分かりませんけども、

禍で本当に行きようがない、行動しようがない状態で

決して「若いこれ」ができたわけではないことだけは

はありますが、少なくとも国際奉仕に関わる部分では

皆さま誤解なきようによろしくお願いいたします。

例会を１回やらせていただければと思っております。

社会奉仕委員会、実際に何の委員会か分からなくて、

同時に、これから来年以降はさまざまな部分で皆さん

小船井さんに同じテーブルで聞いたのですけども、聞

と一緒になって、国際奉仕に向かっていければいいな





と思っています。

米山奨学会はコロナの関係で、やはり奨学生の入出国

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい

が結構厳しい状況で、それの制度設計を奨学会がやっ

ます。

ている状況だと聞いております。
何はともあれ、米山月間にちなんで何かやっていきた

青少年奉仕委員会

古谷

守生委員長

いと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

こんばんは。私
も舟木会長からご

嵯峨記念育英会委員会

菅原

顯史委員長

指名がなく、勝手

皆さん、こんば

に委員長拝命をさ

んは。すみません、

せていただきまし

うちの総代さん、

た古谷です。

前会長の天方さん

青少年委員会はコ

が少しうるさいよ

ロナの関係でほとんど活動ができません。大きく４つ

うでして、大変申

の年間行事を挙げたのですが、中学校の硬式野球大会、

し訳ございません。

ライラセミナーの出席、これは全て中止になりました。

嵯峨記念育英会の委員長を仰せつかりました菅原で

高校生のアイスホッケーも去年までやっていた本州や

す。よろしくお願いいたします。

全道各地から来ているアイスホッケーも中止になりま

私がこの委員長を仰せつかるとは、まったく思ってい

した。今、検討中なのが釧路市内の高校４校によるリー

ませんでして、舟木会長から「あなたしかできない」

グ戦ということで、１日、夜間１試合しかできないで

と言われましたので、何とか私もこの大役をお引き受

すけど、６日間かけてやるかどうかを理事会に検討依

けしたいということで、委員長としていま立っている

頼しているところです。

ところでございます。

あとは、ローターアクトとインターアクトの交流につ

今、学生が厳しい状況におかれております。聞くとこ

いては、コロナの関係でできるかどうか分からないで

ろによると、学生の５人に１人がコロナによって退学

すけど、できるだけ交流したいと思います。

を検討していると聞いております。また、20％の学

１年間、皆さん、よろしくお願いいたします。

生さんたちが退学を余儀なくされている状況にありま
すので、何とか青少年の皆さんに教育の機会を与えな

ロータリー財団寄付推進委員会

芦名

健一委員長

ロータリー財団

ければならないという思いであります。
私のライフワークのひとつが青少年の育成にありま

寄付推進委員の委

す。毎年、本行寺では７月 30・31 日（今日・明日）

員長を仰せつかり

に「寺子屋・子どもの集い」を行っていますが、今年

ました芦名です。

は残念ながらコロナの影響で行うことができません。

釧路ロータリーに

子供たちが非常に苦しんでいる状況ですので、何とか

入れていただきま

ロータリーの皆さんの力をお借りして学生の皆さんに

して２年目で、ま

教育の場を与えてまいりたいと思っています。

だまだ右も左も分からない中で委員長を仰せつかっ

この嵯峨記念育英会を皆さまとともに学生さんたち、

て、本当にいいのかなと思っております。

子供たちの未来を養うことを含めて、私も頑張ってま

一方でせっかく仰せつかったからには一生懸命頑張っ

いりたいと思っております。皆さまのご協力をお願い

て、皆さんのご指導受けながらやっていきたいと思っ

申し上げます。

ております。是非とも１年間よろしくお願いいたしま

１年間、皆さま、よろしくお願い申し上げます。あり

す。

がとうございます。

米山記念奨学会委員会

濱谷美津男委員長

こんばんは。米

副会長バッジの贈呈式
土橋

賢一副会長からの一言

山記念奨学会委員

佐藤委員長、あ

会の濱谷です。２

りがとうございま

年くらい前にやっ

す。大変立派なも

ていたような気が

のいただきました。

しますが、またご

真ん中にダイヤが

指名ということで

入っているので、

今回やらせていただきます。

いただけると思っ





ていたら「次の副会長に渡さないといけない」と言う

１年前を思い出しますと、こういうふうに私も皆さん

ので、「なくしたら困るから、もう１個ちょうだい」

から声援を受けて１年間やり遂げた記憶がございま

と言ったら「ダメだ」と言われました。

す。舟木さん、今日の会長挨拶、やっぱり舟木さんら

帰ったら早速、机の中にしまって、なくさないように

しさが出ていて、本当に僕は大好きです。私よりだい

して次の副会長に渡したいと思います。皆さん、どう

ぶ年上の会長さんですけど、少し若い人が続いたので、

もありがとうございました。

こういうクラブを締める意味で舟木会長が会長やって
くださって、本当に良かったと思っております。

（手に手をつないで）

何はともあれ皆さんが思っていらっしゃるかもしれま
せんが、去年、何回か例会をやめる羽目になりました。

締めのご発声

天方

智順直前会長

舟木年度は１度も欠けることなく、皆さんですべての
ずっと、これが

当たって考えてい
たのですよ。本当

例会を全うしたく思います。皆さん、そう思いません
か。舟木会長にエールを送る意味で、皆さんで乾杯を。
舟木丸とありますが、去年、私が申し上げていたのは

は「皆さん、元気

『ロータリー丸』だと思っています。毎年乗組員は変

ですかー」とやり

わりますけど、ロータリー丸は 84 年目を迎えており

たかったのですけ

ます。今年もロータリー丸の船長・舟木さんがきちん

ど、邵さんもおり

と１年間の航海を終えられることを祈念いたしまし

ませんし、それに呼応する工藤さんもおりませんので

て、私からのエール、皆さんからのエールを込めて乾

やめます。今日はパイレーツで「だっちゅーの」とい

杯したいと思います。ご唱和お願いいたします。

うことで。分かる人は分かる人で笑っていただければ

「乾杯」

と思います。楽しく過ごしてまいりました。

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

■土橋

賢一君

■荒井

剛君

■栗林

定正君

舟木丸

出航式まで到着しました。よろしくお願い致します

舟木丸沈没しないよう一年間船漕ぎますので宜しくお願い致します。
あらためて一年間宜しくお願い致します。先日久々に FM くしろの番組に出演しました。
国交大臣表彰を頂きました。これからも研鑚に務めます。

■濱谷美津男君 「海の日」海事関係功労者国土交通大臣表彰を頂きました。
■岩田

信一君 「なゆたの会」で優勝しました。
今年度累計

87,000 円
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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

会員卓話「鉄道 趣味の世界」（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「ゆめいちご 釧路を苺の産地に」（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：「奉仕の理想」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：米倉

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

幸泰君

97 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

舟木

博会長
皆さん、こんにち

〜 1949 年（昭和 24 年）１月１日までの間、日本の
公の場から日の丸が消えました。戦時中の米軍は日章

は。食事の方はどう

旗や国章マーク、「零戦」や「隼」に付いている日の

ぞお続けください。

丸のマークですが、それを「ミートボール」と呼んで

今日は第 1 例会。

バカにしていたそうです。もちろん、戦後は日本の軍

国家を歌う日でござ

旗に関しては全部破棄されたみたいです。

います。例会に欠か

なお、沖縄では 1945 年（昭和 20 年）〜 1972 年（昭

せない国旗、ロータ

和 47 年）５月 15 日までの期間中、本土復帰の沖縄

リー旗がございますけれど今日は国旗に関わる小話を

返還運動のシンボルとして日の丸が使われていまし

させていただきます。

た。当時、日の丸は使用禁止ということで、各官庁に

国旗の起源は、諸説ございますが、太陽神である皇祖

は星条旗と琉球政庁の旗が使われていました。

神の天照大神を説とするもの、また推古天皇の時代の

1964 年（昭和 39 年）の東京オリンピックの開催時

聖徳太子が随の皇帝に送った「国書・日出る処の天子」

ですけれど、実は日の丸の旗の規格がよくできていな

の日の本（ひのもと）にある説、源平合戦で勝った源

かったことが判明しました。日の丸の赤色の定義がな

氏の旗が白地の赤丸であった、という説がいろいろご

かったことで、国旗マニアの大学生・吹浦忠正さんが

ざいます。

一般家庭 500 軒を回って、紅色の平均値を出して、

近代の日本の国旗は、日米通商条約の後の 1854 年
（嘉永 7 年）、日本国共通船舶旗（日本惣船印）に始

資生堂で口紅だと思いますけれど多数の色サンプルを
吟味して、その中から紅色を自分で選んで作ったそう

まり 1863 年（文久３年）に国印となっております。

です。その時の関係官庁に問い合わせ、相談をしまし

これも諸説ありますが、薩摩の島津斉彬公が提唱をし

たけれど、どこの官庁も「決められない」という返事

て作ったという説が一番有力です。

だったみたいです。それで彼は自分で全部決めたとい

後に 1870 年（明治３年）の２月 27 日に制定された

う話です。

のが縦横の比率が２対３の旗で、根拠は船舶規定と言

話は変わりますが、日本の国旗と似たものがバングラ

われております。その時、日章旗と同時に陸・海軍旗

デッシュとパラオの国旗です。パラオは戦前、日本の

の旭日旗も決まっております。

信託統治領で大統領も日系人が務めております。詳し

時代は飛びますが、戦後の占領下の一時期で日章旗の

いことは当クラブの栗林延次君がパラオ共和国の名誉

掲揚禁止の期間がございました。1945 年（昭和 20 年）

大使を務めておりますので聞いていただければ幸いで





す。またバングラデッシュの初代大統領は大変な親日

今日は会員卓話ということで登壇させていただきまし

的でして、独立運動や独立後の援助では、日本が最大

た。元々は、前年度の天方会長から２月か３月ぐらい

の援助国だったと思います。そのようなこともあって、

にオファーがありまして準備をしていましたけれど

国旗が日の丸に非常に似ているので調べてみたら、先

も、例会の中止が重なり、お蔵入りをしていましたけ

ほどの日本の国旗を作った、当時は学生ですけれど吹

れども中島委員長からお話がありまして本日、半年ぶ

浦忠正さんは戦時中、国際赤十字のバングラデシュで

りに日の目を見ることになりました。皆さんもよくご

活躍をしておりました。その縁もあり大統領とは親交

存じの僕の趣味のひとつである『鉄道オタク』の話を

がございました。そういうわけでバングラデシュの国

させていただきたいと思いますので、本日はよろしく

旗を作る時にも関与していたと聞いております。

お願いいたします。

変わった話では、2014 年にカンボジアで発行された

テレビ『マツコの知らない世界』をパクって『ロータ

500 リエルのお札には日本の援助で建てられた橋と

リアンの知らない鉄っちゃんの世界

ともに日章旗が印刷されているそうです。カンボジア

鉄オタの生態』と題してこれから鉄道オタクの生態、

に行った時に見ていなかったので残念だったと思って

また私の鉄活動についてご披露したいと思います。

おります。

ひと口に『鉄道ファン』といいましても細分化されて

テレビなどで天皇誕生日などの一般参賀でよく旗を

30 分でわかる

おりまして、その中から代表的なものを紹介していき

振っているところを見られると思いますが、あの旗は

たいと思います。

ほとんど自分で持参をする方がいなくて、実は民間の

最初に皆さんが思い浮かべる鉄道に乗って楽しむ『乗

社団法人国旗協会の皇居参賀協力委員会で提供をして

り鉄』です。基本的に乗ること自体が目的で、景色を

いますので、手旗がなくても皆さん安心をして参加で

眺めながら列車に揺られることが基本スタイルですけ

きます。また、国旗掲揚は祭日に。振替祭日・国民の

れども、同じ括りの中に時刻表をめでる方や、自分で

休日にはしないということが普通です。

描いた鉄道路線を妄想して悦にはいる『妄想鉄』、車

また、国旗に関する法律では、各国では国旗の尊厳を

内で駅弁やお酒を楽しみながら乗る『食べ鉄』
『呑み鉄』

守るために国章毀損罪があるそうです。隣の中国、韓

なども『乗り鉄』の仲間となっています。

国はもちろんのこと、同じ敗戦国のドイツ、イタリア

次に、鉄道車両そのものが好きで、それらの考察・研

にも同じものがあり、掲揚されている公の場での国旗

究をしている人が『車両鉄』と呼ばれる人たちです。

の裁断や焼却など、国旗・国章を冒涜する行為の刑罰

ディーゼルカー専門、また電車専門、とこちらも細分

を規定しております。

化されております。例えば、電車が好き過ぎる人は

日本国では、自国においてはその法律はございません。

ディーゼルのことは全く分からない、どんな車両があ

但し、外国の施設・大使館・公使館などの国章を保護

るのかすら知らない方も案外いるということです。

することで、外国のためには「外国国章毀損罪」を制

次に、乗り鉄と共に一般的に知られているのが、鉄道

定しているそうです。

写真を撮る『撮り鉄』さんです。画面にも出ていると

1999 年（平成 11 年）に公式に国旗・国家に関する

おり、後ほどお話をしますけれども、見ようによって

法律ができるまで、特に教育現場では日教組等の反対

は『鉄道趣味界の武闘派』でして、撮り鉄は大きく車

運動で随分混乱をしておりました。

両主体で撮る形式写真・編成写真というスタイルを撮

長くなりますので、やめます。ありがとうございまし

る方と、鉄道風景を撮影する派に分かれております。

た。

両方という方ももちろんたくさんいます。
次に『模型鉄』です。一般的に浸透している鉄道趣味
■

本日のプログラム ■

会員卓話「鉄道 趣味の世界」

のジャンルですけれども、鉄道模型には主流は１
/150 スケールの N ゲージ、１/80 スケールの HO ゲー
ジと呼ばれているのが大部分で、製品もほぼこの２つ

小野寺

俊君

のスケールで発売されております。こちらは車両を集
皆さん、こんにちは。

めるコレクション派、またレイアウトと呼ばれるジオ

幹事には「今回のお

ラマを自作して走らせたり飾ったりすることが多いで

話は 25 〜 26 分あ

す。

ります」というお話

次に、『廃線鉄』さん。かつて走っていた鉄道路線跡

しで作っていますの

を探訪したり、研究をしたりする人たちです。実際に

で、すみません。時

現地に行っても、もう既に路肩ぐらいにしか残ってい

間オーバーすること

ないわけで、個人的には何がそこまで熱くさせるのか、

をご承知おきお願いします。決して僕のせいではあり

僕にも理解はできておりません。

ません。

次は、
『収集鉄』と呼ばれ、鉄道用品や鉄道会社のグッ





ズ等を集めたりする方々。特に “サボ” といわれる「行

車しており、達成率にしますと 79％です。ＪＲ北海道

き先表示板」や「廃品の座席」などは大変高価で取引

は当然、全線乗車済みです。東日本 81％・東海 86％・

されているようです。

西日本 53％・四国 69％、九州については昨年 11 月

最後にご紹介するのは『音鉄』です。人数が増えてき

に 10 年がかりで全線乗車を終えております。

たのはここ 10 数年で、スマホや小さなレコーダーで

次に、私鉄の鉄道路線、約 7,800 ㎞のうち 2,600 ㎞

録音ができるようになったことが広まった理由と思い

程度しか乗車しておりません。率にして 33％位です

ます。駅のホームや線路脇から音を収録したり、車内

けれども、地方の民鉄などは全国に点在して乗る機会

の走行音やアナウンスを収録したりします。この音鉄

も非常に少ないので、いまはＪＲを優先していて、そ

と先ほどの撮り鉄を融合したものがビデオ撮影をする

のついでに乗る感じで、何とか死ぬまでにはＪＲ線完

『録り鉄』です。この場合の “とり” は録画の「録」

乗を目指したいと思っています。というわけで「完乗

の字を使って表現します。

に向けてタカシの旅はまだまだ続く！！」とポケモン

数あるジャンルの中で私が楽しんでいるものは、乗り

風にまとめてみました。

鉄・撮り鉄・音鉄・模型鉄・収集鉄と総合的に網羅し

続いて、鉄道趣味の２大巨頭であります『撮り鉄』で

ておりまして、つまり『ゼネ鉄』、ゼネラル鉄と自称

す。基本的に撮り鉄さんは、線路脇などで撮影をする

しております。

本格的な撮影を指します。旅の途中でのスナップなど
最初は、鉄道趣味の

はこの中には含まれておりません。簡単にいえば『わ

王道の『乗り鉄』を

ざわざ、鉄道を撮影に出かける人たち』でしょうか。

ご紹介します。皆さ

鉄道ファンの大部分は『おとなしい方』が多いのです

んがイメージをする

けれども、そんな普段はおとなしい方々も撮影時には

鉄道マニアといえ

人格が変わる方が非常に多くて、都会の最終の『お別

ば、やはり鉄道に

れ列車』や『お召し列車』など珍しい列車が走る時は、

乗って旅行をするの

罵声が撮影地で飛び交うことが日常茶飯事で、人はこ

が多いと思いますけれども、この乗り鉄ジャンルがメ

れを『撮り鉄原理主義』といいまして、鉄道会社のみ

ジャーな楽しみ方だと思っています。僕もどこかに乗

ならず他の鉄道趣味ジャンルの人たちからも白い目で

りに行くというのが一番大きなウエイトを占めていま
す。

見られています。ちなみに釧路で毎年冬に走っている
『ＳＬ冬の湿原号』の撮影場所は首都圏から離れてい

ところで、鉄道趣味への熱量を『鉄分』と表現するこ

ますし、撮りに来る方の年齢層が割と高いので、この

とはご存じでしょうか。旅好きが高じて鉄道に興味を

ような殺伐とした雰囲気になることはありませんので

持ち始めたというライトな方は『鉄分少なめ』、マニ

ご安心ください。

アの域まで達すると『鉄分多め』と言ったりします。

鉄道写真の大部分は、車両や編成をメインに撮影をす

長時間旅に出ないと「そろそろ鉄分補給をしないとダ

る形式写真と風景を絡めて撮る風景写真派に大きく分

メだ」というような具合です。

かれておりまして、僕はどちらかというと風景派、見

乗り鉄の夢は、やはりすべての鉄道路線を制覇するこ

た人が旅情をかき立てられるような写真を撮りたいと

とに尽きます。旧国鉄を含むＪＲ線を完乗された方は、

思って撮影をしております。ちなみに、真ん中の『スー

案外釧路でも結構います。ただ、私鉄を含むすべての

パーおおぞら』の写真は星が浦の線路脇で撮ったもの

鉄道路線となるとなかなかおられないようです。既に

です。

お亡くなりになられていますが、紀行作家の宮脇俊三

ここから、私の撮影した写真を紹介させていただきま

さんが書いた『時刻表 2 万キロ』という本がありま

す。まずは、オホー

すけれども、宮脇氏が国鉄全線を乗り潰すまでの経過

ツク海脇を走る釧網

を書いた大変面白い作品ですので機会があったら皆さ

本線です。左側に見

んもご一読ください。このように観光列車の客室乗務

える雪原は流氷で埋

員さんと２ショットを撮れたりすることも個人的に

められたオホーツク

『鉄』の楽しみのひとつです。

海です。知床斜里と

今まで、私が乗った鉄道路線を地図に落としてみまし

止別（やむべつ）の

た。赤い線で書かれている所が乗った線区です。青色

間にある直線は、この写真はちょっとかすんでいます

はＪＲのまだ乗っていない区間。緑色は私鉄・その他

けれども晴れているとバックに海別岳（うなべつだけ）

の乗っていない区間となっています。山陰地方・東北

が見えて雄大な景色が広がるので、プロの鉄道写真家

地方に薄い部分がありますけれども、コロナ感染が収

も多く訪れる場所としても有名です。

束したらまず山陰地方に行ってみたいと思っていま

こちらは、花咲線の厚岸の手前にある昆布干し場から

す。ＪＲ線の約 19,600 ㎞あるうち 15,400 ㎞ほどを乗

撮影をしたものです。当然ながら漁師さんに一声かけ





て、中から撮影をさせていただきました。多分、ここ

けですけれども、この啄木の碑が往時の賑わいを思い

で撮影をする人は皆無ではないかと思います。

起こさせるのかと思います。

こちらは根室本線、尺別湿原付近の写真で極寒の早朝、

長年、鉄道写真をやっていますと縁も生まれまして、

太平洋に浮かぶ気荒らしと朝日を背に走り去る列車を

平成 28 年の『ＳＬ冬の湿原号』のポスターに写真を

撮影しました。釧路は夕日が有名ですけれども、個人

使っていただきました。この時は手持ちのいい写真が

的には朝焼けの方が素晴らしいと思っています。なに

少なくて苦し紛れに出したのですけれども、それでも

せ夜明けに合わせて起きなければならないので、とて

出張で札幌駅に行った時にこのポスターが柱に張られ

も貴重な風景だと思っています。

ているのを見た時は感激したのを覚えています。プロ

こちらも２月の日の出の時に撮影をした釧網本線と釧

ではないので自分の作品がこんなに大きなポスターに

路川の写真です。マイナス 20 度位の中、朝日・樹氷・

なるなんてことは滅多にないことだと思うので大変名

気荒らし、そして一番列車の白い排ガス、屋根の所に

誉に思っております。

見えますけれどもそれが１つになった写真です。この

そんなこともあって、翌年はポスターにふさわしい写

場所は釣りをする方はよくご存じの砂利道と川が一番

真を撮りたいと思い、撮影に取り掛かりました。場所

接近する所、そこから撮影をしています。鉄道写真を

は釧路湿原駅付近と決めて、手前の線路の土手を車体

撮る人とは会ったこ

にかぶせる、下からあおる感じの構図にしたのですけ

ともないので、自分

れど、坂道を駆け上がって来る雰囲気を出そうとして

だけの秘密の撮影ス

撮影したものです。無風状態でないとこのようにきれ

ポットにしている所

いに煙が上がらないので、この写真を撮るまで同じ場

です。

所、同じアングルで５〜６回撮影しに行きました。こ

この他にもＳＬや廃

ちらは平成 30 年度のポスターに使っていただけたの

止されました石炭列

ですけれど、個人的には会心の１枚に近い作品だと自

車、また特急列車なども撮影をしています。左上、今

負しております。

年３月のダイヤ改正で『おおぞら』に投入された『キ

皆さんもお持ちのスマートフォンでもいい写真が撮れ

ハ 261 系』は６往復のうち３往復がこの形式に変わっ

ますので、旅先などで鉄道写真にチャレンジしてみて

ております。

はいかがでしょうか？写真アプリを使うとこのように

この『SL 冬の湿原号』は、今年唯一撮影をしたＳＬ

インスタ映えする写真になること請け合いです。

写真です。通常、写真は横位置で撮ることがスタンダー

一番上の幾何学模様の、あれはどこだかわかりますか。

ドなのですけれども、ＳＬの場合は縦位置で煙を大き

（そうです）東京駅の丸の内口の改札口の天井。こう

く上げている所を写すと迫力が出ます。ただ、風が吹

いうのも僕の中では鉄道写真のひとつと思っていま

くと思った写真が撮れないので非常に難しいところで

す。

す。以前、釧路クラブにも在籍しておりました元ＮＨ

鉄道の趣味で一番お金がかかると言われているのが

Ｋ釧路放送局長の井上利秋さんも実は撮り鉄だったの

『模型鉄』です。実物の鉄道車両を手に入れることは

ですけれども、実は元々テレビカメラマンで、「縦位

困難なので、ミニチュアでその願いをかなえるのが『鉄

置での撮影が苦手。テレビカメラは縦にしません。横

道模型』です。有名人では加山雄三さんがかなりの鉄

で撮るのが染みついてしまってカメラを縦に動かす意

道模型マニアだそうです。日本での主流は１／ 150

識がなくて、苦手です」というお話を以前しておりま

スケール、線路幅が約９mm のＮゲージというサイズ

した。

です。これが実物の

こちらは、宗谷本線を走るラッセル除雪車です。稚内

１／ 150 スケール

なのでここから７〜８時間です。なので、一度しか撮

の『キハ 40 系

影に行ったことはありませんけれども、この迫力は何

1700 番台』。釧路で、

ともいえなかったと思います。

いま普通列車で走っ

最後の写真ですが、皆さんご存じかどうか分かりませ

ているディーゼル

んけれども、東京の上野駅、中央改札口ホームにある

カーです。こんな小

石川啄木の碑です。「ふるさとの 訛（なまり）なつか

さな模型ですが意外と値段が高くて、１両が 2,000

し停車場の 人ごみの中に

円位、モーターが付いたり機関車だったりすると

そを聞きにゆく」という

句です。新幹線が開通するまでの昭和の時代は、ここ

7,000 円位します。ちなみに『特急おおぞら』などの

から数多くの長距離列車が東北方面に向けて発車して

複数車両が編成になったセットは２万円位します。私

行きました。啄木は故郷が恋しくなると上野駅に出向

の釧路の鉄道仲間の一人はこのようなモノを数千両

いて、飛び交うその東北弁を聞いて岩手を懐かしんだ

持っていて、その保管のためだけにアパートの１室を

そうです。今は写真のように通勤電車が行き来するだ

借りていて、今までどのくらいお金を使ったかを聞い





てみると「ちょっとした１軒家は買えるかな」と言っ

の中ではそんなにお金がかからない部類です。

ています。この人イカレてるのではと思ったりしまし

皆さん、耳にしたことがあると思いますけど、京浜急

た。

行の『歌う電車』と呼ばれたもので、交換されて現在

車両のコレクションをするのはもちろんですが、鉄道

は走ってはいないのですけども、かつてはドイツの

模型では『レイアウト』と呼ばれるジオラマを自作し、

シーメンス社のモーターを制御する機械の変調音が

走らせたり飾ったりして楽しみます。車両にエアブラ

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」と歌っている

シなどでウェザリングという汚し加工をすると、より

ように聞こえることから鉄道趣味以外の方からも有名

リアルになります。下の左の写真が買った状態の素の

な電車でした。羽田空港を発車するシーンをお聞きい

写真。右側がウェザ

ただきます。（録音を再生）羽田に出張で行ったとき

リング塗装を施した

など、聞いたことありますよね。今はこの機器を積ん

状態で、排ガスとか

でいる車両はないので音を聞くことはできません。

車体下部の線路の鉄

次は日本最南端にあるモノレールの「ゆいレール」の

粉を巻き上げた所に

車内音楽とアナウンスです。アナウンスの前に沖縄民

塗料を調色しながら

謡のメロディーが流れるのです。（録音を再生）これ

吹き付けて行きま

はすべての駅でメロディーが変わるので、気になる方

す。このように小さい物に塗装をするので、さすがの

は沖縄に行ったときはぜひ全線に乗っていただきたい

私もハズキルーペのような物がないと作業が出来ませ

です。（録音を再生）写真の後ろは消失してしまった

ん。

首里城です。こんな感じです。

私が以前製作した小さなジオラマをご紹介します。ま

次は、漫画家の藤子不士雄Ａさんの出身地である高岡

ず、車両を分解します。シートにモケットを貼り、１

市、富山湾沿線を走る氷見（ひみ）線ですが、先生の

／ 150 サイズの乗客を乗せる。そしてウェザリング

作品の『忍者ハットリくん』が車内アナウンスに登場

を施して（ＪＲ貨物さんの名誉のため言いますが、こ

します。（車内アナウンスを再生）こんな感じで、氷

こまで汚れた機関車は存在しません）、これは僕が初

見線は観光路線ではないのですが、このような取り組

めてウエザリングしたもので勝手がわからなくて、出

みは釧路でも活用できる手法かなと思っております。

来上がったら国鉄末期の機関車みたいに汚し過ぎてし

花咲線なども『ルパン三世』のラッピング列車が走っ

まいました。

ていますけども、車内アナウンスがルパンや銭形警部

２年前に製作した小さなジオラマ、鉄橋以外は全てス

の声だったら観光客も増えるのではないかと思ったり

チレンボードで自作しております。仕事が建設業です

します。ぜひ、山田支社長には実現してほしいなと思

から、特に橋台のディティールや法面の角度などには

いお願い申し上げます。

結構こだわって作っています。それを 100 均で買っ

最後に聞いていただくのは往年の夜行寝台特急、ブ

たアクセサリーケースの中に入れて、ＬＥＤも付けて

ルートレイン『はやぶさ』が熊本を発車したところの

仕上げて、約３カ月、費用は１万円位かかりました。

アナウンスです。現在、はやぶさといえば北海道新幹

撮り鉄でもある僕だけに完成写真にもこだわりたいの

線の名前になっていますけども、この名称が発表され

で、ジオラマを庭先に持ち出して撮影したのがこちら

た時には「はやぶさは九州の名前だろう」と突っ込み

です。どうですか、なかなかリアルに仕上がっていま

を入れた鉄道ファンは数万人いただろうと思います。

せんか？このジオラマは、放課後にお花見デートをす

冒頭に流れてくるメロディーは国鉄時代に客車に搭載

る高校生のカップルという思いっきり昭和の雰囲気で

されていた『ハイケンスのセレナーデ』という曲。僕

す。ちなみにこの桜の花は『激落ちくん』をすり潰し

よりも上の世代の方はこのメロディーを耳にしたこと

て薄いピンク色に着色して貼り付けて表現していま

があるのでしょう。飛行機で熊本から羽田まで飛ぶと

す。

２万円でおつりが来ますが、こちらは乗車券・寝台特

最後のお話は、聞けば旅情が沸き起こる『音鉄』の世

急券を合わせると３万円を超えました。乗車したのは

界です。電子機器の発展で、近年勢力を伸ばしている

Ａ寝台個室、左の写真で、昭和 30 年代の設計です。

のが音鉄のジャンルです。主に駅のホームや線路脇で

見るからに独房みたいな感じで、寝台料金は 13,000

客観的に音を録音したり、列車に乗っている時に走行

円で、シティホテル並みのお値段です。それでも、こ

音や車内アナウンスを録音して楽しみます。パソコン

れに乗りたくて九州に行きました。（車内アナウンス

のソフトで音を編集して出来上がったファイルを再生

再生）熊本から東京なので停車駅のアナウンスが異様

しながら車を運転するとバーチャル鉄道旅みたいな感

に長かったのです。

じで、面白いのです。そんなにやっていませんけど。

（ＪＲ車内アナウンス調で）本日は釧路ロータリーク

録音に使用するのはミュージシャンが使うようなレ

ラブ例会にご出席いただきましてありがとうございま

コーダーですが、１万円位で購入できるので鉄道趣味

す。奥深い鉄道趣味の世界はいかがだったでしょうか。





皆さまもぜひＪＲ北海道にご乗車いただきまして鉄道

聴ありがとうございました。

の旅を満喫していただけると幸いでございます。間も

かなり時間をオーバーしてしまいました。どうもあり

なく列車は到着でございます。どうか忘れ物ないよう

がとうございました。

ご退席くださいますことをお願い申し上げます。ご清

本日のニコニコ献金
■吉田

潤司君

■濱谷美津男君

ジャンケン大会、勝ちました。
〃

■土橋

賢一君

昨日、二人目の孫が生まれました。

■廣部

雅資君

普通に歩けるようになりました。
今年度累計

104,000 円
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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

講師例会「ゆめいちご 釧路を苺の産地に」（担当：プログラム委員会）

次週例会

新入会員歓迎例会（担当：クラブ研修委員会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：浅野

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

清貴君

98 名

■ビジター

なし

■ゲスト

㈱夢の杜ファーム

会長の時間

舟木

代表取締役 長江

文男様

博会長

福島に停車した時に、その時が来ました。突然、停車

食事の方はお続

中の電車が左右に大きく振り回されるように揺れだ

けください。先ほ

し、ゴーッ ゴーッという大きな音がしました。車窓

ど、小野さんの委

の外を見たら駅のベンチが波打って揺れておりまし

員会配属を失念い

た。また、すぐ隣にお年寄りがおりましたので、電車

たしましたので、

の中で落ち着くまでカバーしておりました。強い揺れ

小野さんの委員会

が断続的に続いておりました。

の配属をお知らせ

まず考えたことは電気と水道でした。釧路に住んでい

します。小野さんは社会奉仕委員会になっております

る人間は地震に大変慣れていると言えば語弊がありま

ので、どうぞよろしくお願いいたします。本日、委員

すが、すぐに電気と水道のことを考えました。幸い、

長の吉田英一さんはいらしてません。よろしくお願い

まだその時は自販機が生きていましたので、お隣の老

いたします。

人と２人で買える分の水をまず手に入れ、次にトイレ

先週の土曜日、８月 15 日の終戦記念日に、栄町平和

に直行しました。案の定、電気も水道もその後止まっ

公園で行われた釧路市民戦災死没者慰霊式ならびに平

てしまいました。トイレは長蛇の列ができていました

和記念式に釧路ロータリークラブを代表して献花して

が、使うことはできなかったみたいです。

まいりましたことをお伝えします。

それから駅１階と地下の階段の場所に避難をしまし

それから先日、釧路新聞の一面に中標津町長の当選記

た。まず考えたことは、むやみに外に出たら落下物で

事よりも大きく土橋副会長の記事が掲載されました。

危険があると思いました。それと、ＪＲの駅は国が作っ

ちなみに土橋君は中標津町の出身ですので、「勝った」

たすごく丈夫な建物と思ってそこに留まりました。な

と言って喜んでおりました。たくさんのニコニコあり

ぜなら外は吹雪模様で非常に寒かったし、余震がまだ

がとうございました。

続いておりました。しかしながら、ＪＲの福島駅は大

さて、本日は 2011 年 ( 平成 23 年 ) の３．１１、東

勢の避難者を追い出しにかかりました。私は最後まで

日本大震災の私の 1 日をお話させていただきます。

抵抗して１〜２時間頑張ったのですが、最後は鉄道公

今後、皆さまが大地震に遭った時に、多少なりとも役

安員に追い出されました。外は交通信号機の電気が止

に立つかなと思いますので聞いていただければ幸いで

まり、自販機も止まり、すべての交通機関が止まって

す。

しまいました。また、ガソリンスタンド、コンビニ、

東京発山形行き・東北新幹線つばさ 139 号に乗って

レストラン、見る限りほとんど全ての物販、飲食店が





閉まっていました。

思いますので釧路ライフを楽しんでいただけるのでは

追い出された後、駅前のバスターミナルに止まってエ

ないかなと思っています。奥さまはお仕事の関係で横

ンジンをかけていたバスにお年寄りと２人で乗り込み

浜にいるということです。

ました。暖を取るために乗ったバスですが、仙台行き

こんなコロナ禍で飲みニケーションしづらいですが、

のバスだったので戻れる所までと思って乗りました。

釧路ロータリークラブの皆さんは信用できる方々です

残念ながら１時間後に取りやめになり、バスからも追

ので、このメンバーだけは感染しないように気を付け

い出されました。

て小野さんと仲良く飲みニケーションを無理やりでも

近くの避難所を調べようしたら、道路の向かいのホテ

していただければありがたいと。

ルに微かに明かりがついていましたので、そこに避難

武久さんは１年で異動されましたが、２〜３年とい

をさせていただきました。１階のフロアに新聞紙を敷

らっしゃると思いますので皆さんで仲良くしていただ

いてとりあえず座ることができました。その場に荷物

きまして、楽しい釧路ライフを送っていただいて釧路

を置いて食料の調達に街の中を歩き回りました。数キ

のファンの１人になっていただければ思っておりま

ロ離れたホームセンターだけが開いておりました。多

す。それでは、ご本人から自己紹介をお願いいたしま

分、自家発電を使っていたのだと思います。わずかな

す。

食料を買うことができ、少し安心してホテルに戻って
数名の避難者と食料を分かち合いました。ホテルに毛

ＮＨＫ釧路放送局局長

小野正晴局長

布を貸していただき、床で眠ることができましたがほ

ただいま、紹介

とんど眠ることはできませんでした。

いただきましたＮ

翌朝も携帯電話が繋がらず非常に困っておりました。

ＨＫの小野と申し

朝早くからホテルのフロントに人が集まり情報交換を

ます。この度、歴

しておりました。

史と伝統のある釧

しかし、人が困っている時に金儲けにたけた人間はい

路ロータリークラ

るもので、「白タクが東京まで 10 万！東京まで 10

ブに入会させてい

万！」という声が聞こえておりました。

ただきまして、大変光栄に思っております。ありがと

取り留めのない話でしたが、私の３．１１の１日でし

うございます。

た。最後になりましたが新幹線、駅前、福島ビューホ

簡単に自己紹介させていただきます。いまご紹介いた

テルさん、大変お世話になりました。もし福島に宿泊

だきましたが昭和 63 年に記者として会社に入りまし

される際はぜひご利用ください。

た。これまでも長く記者の仕事をしていましたが、入っ

ご清聴ありがとうございました。

て最初に秋田放送局、東京本部、鹿児島、東京、大阪、
静岡、東京、松山、東京、釧路と、地方放送局の勤務

新入会員紹介
スポンサー

は長かったのですが、北海道の勤務は初めてで、これ

木下

正明君

でいわゆる四島、九州・四国・本州・北海道と全てを
皆さん、こんに

制覇した形です。

ちは。今、お話が

北海道の赴任は初めてですが、学生時代に２度ほど、

ありました新入会

当時の国鉄の周遊券とユースホステルを使ってかなり

員の小野正晴さん

きめ細かく２年にわたって旅をした経験があります。

のご紹介をさせて

こちらの道東方面も、摩周・阿寒・野中温泉や野付半

いただきます。小

島などに行ったことあるのですが、釧路のこの道東の

野さんはＮＨＫ釧

地に赴任できることをすごく楽しみにまいりました。

路放送局の武久局長の後に赴任されておりまして、8

また、皆さまともいろんなお付き合いを通じて、いろ

月３日に着任早々、ご入会いただきまして本当にあり

んなことを勉強させていただきたいと思っておりま

がとうございます。

す。今後、どうかよろしくお願いいたします。

ご出身は横浜でして、私も横浜の高校に行っていまし
たので、近くの高校に在籍されていました。その後に
一橋大学を出られましてＮＨＫに入社されておりま

歓迎の言葉

舟木

博会長

小野さんは武久さんの後任ですね。武久さんは短い

す。全国各地を回られまして、この度釧路に来ていた

任期でしたが、任期いっぱいまでロータリー活動を積

だきました。趣味が登山、温泉巡り。もうひとつ、変

極的に頑張っておりました。どうぞ、小野さんも同様

わっていてシャーロックホームズということで、日本

に短い釧路生活でしょうけど積極的に参加して、多く

シャーロックホームズクラブにもご入会されているそ

の友達を得てください。それでは、どうぞよろしくお

うです。登山・温泉巡りにはこの地域はとても良いと

願いいたします。





■

本日のプログラム ■

講師例会「ゆめいちご 釧路を苺の産地に」

後ろにハウスを建てたのですが、温泉でもボーリング
したら面白いことができるかと思って、温泉をボーリ
ングしたのがきっかけなのです。本当は 1500ｍ位ま

プログラム委員会

中島

徳政委員長

でボーリングしたかったのですが、ボーリング屋さん

プログラム委員

が 1300ｍでギブアップしちゃって、出た温度は 28 度。

長中島です。お世

28 度のお湯を農業栽培に利用できないかなと考えだ

話になっておりま

したのが、この苺の栽培に関わることになったのです。

す。本日の講師を

あちこちいろんな栽培のハウスを見学ました。苺は、

ご紹介しようと

内地の方は温暖化でどんどん夏場に作れなくなって、

思ったのですが、

北海道との住み分けになってきつつあるのです。そん

もう皆さんは大変

なに苺がないのなら、苺をやってみようかとなって、

ご存じで、皆さんご挨拶されておりました長江文男様

苺に取り掛かったのです。そんなことで「温泉を使え

でございます。長江建材の相談役にお付きになって、

るか」と話を進めていったら、信州大学の先生は「使

会社は息子さんが社長になっておられます。今回は、

える」ということで、その先生と組もうと思ったら、

平成 27 年度に設立された株式会社夢の杜の社長様と

講師料が高くてやっていけないことになって、今のハ

して今日の講師としてお呼びさせていただきました。

ウスの形になりました。

公職は皆さんご存じのように法人会の会長、会議所の

この、苺のハウスを栽培するにあたって、あそこに建

２号議員などたくさん歴任されまして、先ほどから土

てたハウスが幅 12ｍ、長さ 96ｍあるのです。背丈が

橋さんが話題になっている新聞で 18 日に発表になっ

5.7ｍ、角パイプ構造で湿度管理・照度管理・ＣＯ２

たのですが、長江様が釧路市民貢献賞産業部門で受賞

管理・給水使用管理、全部がコンピューターで全自動

が決定されております。この後、表彰式等があると思

です。人間の手は掛からない。苺が求める状況になる

います。本当におめでとうございます。

と機械が稼働して全部供給する形になっています。

テーブルに置いてある苺、これが長江様が今お作りに

そんなことで、苺栽培になってしまっていろんな経験

なられている「ゆめいちご」です。練乳等も置いてあ

しております。もちろん、ド素人で建材屋ですから農

りますので食べながら、長江さんのお話を聞いていた

業のこと詳しいわけではありません。いろいろと力を

だきたいと思います。

貸していただきました。

プロフィールをお願いしますと会社にお尋ねしました

普通のビニールハウスは中に入ったら青空とか、太陽

ら、本を１冊『自伝』をいただき、「これを読め」と

は見えませんよね。このハウスは高強度特殊フィルム

言われました。本当はここから抜粋してしっかりやら

といいまして、ガラスのように透明なのです。だから

ないといけないのですが、時間の関係もありますので、

雲の形まで綺麗に温室の中から見えます。温室の中で

こういう形にさせていただきたいと思います。

太陽が強くなると遮光がかかったり、壁も自動で開い

それでは、長江様、よろしくお願いいたします。

たり、閉まったり、天窓も開いたり閉まったり苺の環
境に合わせて、行って作業していると

株式会社夢の杜ファーム代表取締役

長江 文男様

“ガゴガゴ” “ゴ

トゴト” の音がしょっちゅうしています。苺に合わせ

皆さん、こんに

て稼働しているハ

ちは。今日、大役

ウスなのです。こ

を仰せつかりまし

のハウスは北海道

たけども、先輩や

で初めてなのです。

ら顔見知りの人が

内地の方に行くと

たくさん、釧路の

100 棟くらいある

経済界のそうそう

そうです。このシ

たるメンバーがおりまして、話しづらくなったと思っ

ステムが入っている所もありますが半自動なのです。

ておりました。中島社長とは、私は釧路法人会、中島

完全自動はうちが北海道で初めてということ。

社長は釧路青色申告会で知り合いになって、今回お話

皆さんご承知かどうか知りませんけども、苺は『一季

することになったと思います。

なり』、『四季なり』の 2 種類があるのです。四季な

私もはっきり言いまして歳は 80 です。80 になって

りは基本的にケーキ用の苺で、うちの苺はケーキ用の

こんなことやっているのですから、どうしようもない

苺なのです。一季なりは生食用の苺。四季なりは、う

奴ですけども。なぜ、夢の杜ファームを立ち上げて「苺」

ちの温室であれば５月初めから 12 月初めまで苺が採

になったかというお話をさせていただきます。

れます。一季なりは苗を植えても１カ月位しか使えな

きっかけは、阿寒のセイコーマート物流センターの真

いのです。その間で採ってその苗は終わりというのが





一季なりなのですね。そういうことで生食用だから甘

ちゃって。

い。だけど、この四季なりも熟れるまで置くと、ほど

それでいて、それだけ足りない苺で、市場に出荷する

ほど置くと甘いのです。皆さん、食べてみて「甘酸っ

と、良い値段で売れるかというと良い値段では売れな

ぱいのが好きだ」という人は喜ぶのです。「酸っぱい

い。夢の杜ファームから給料もらっているわけではな

のは嫌だ」と言って食べない人もおります。そういう

いですが、総合設備の亀岡社長と２人して汗びっしょ

ことで基本的にはケーキ用の苺なのです。

りになってやらなかったら採算が合わない。僕は本当

『あまおう』と『とちおとめ』の苺を知っていますよね。

は、苺に釧路が一番適しているというから、苺の産地

これが二大産業で、この『あまおう』も『とちおとめ』

に参加する仲間にはハウスの指導をして、独立しても

も年商 250 臆円くらいで張り合っているのです。１

らって、苺の仲間を５社くらい作ろうと思って取り掛

社でやっているのではないのですよ。
『あまおう』と『と

かったのです。釧路のブランドとして苺を出荷できれ

ちおとめ』の栽培をしたいと思ったら、栃木県であれ

ばと思っていたのですがこれからの課題で、儲かるよ

ば１万円を払えば苗を買って苺栽培ができる。栃木県

うにしてあげないと「どなたでも参加してください」

以外でやると、１年間に５万円を払わないとその苗を

と言えませんので、今はいろいろと苦労しているとこ

使って栽培することできないのです。そういうグルー

ろなのです。

プ、皆が生産したものが年商 250 臆円くらいになっ

考えたことは、釧路の雇用と経済を支える意味でも苺

ているのが苺の状況なのです。私もいろいろ調べた結

の街を作りたいと思って始まったのです。最初から儲

果、基本的に苺の気温は釧路が一番合っているそうな

かるとは考えていません。赤字覚悟だったのですが、

のです。それで釧

とにかく参加したいという人を呼び込んで、苺作りを

路で苺をやろうと

したいのが夢でした。今は売価を何とかしないと「参

手を挙げたのです。

加してください」という声掛けは難しいな。

そんな中で温泉水

元をただせば『赤い妖精』という苺の苗なのです。そ

の 28 度を通したら

れを釧路のブランド名として『ゆめいちご』という商

暖房がいらないか

標登録を取ったのです。普通は『赤い妖精』というブ

ら冬も作れるので

ランド名を『ゆめいちご』に名前変えることはできな

はないかと考えたところ、「駄目ですよ。60 度位まで

いのです。『とちおとめ』や『あまおう』という苗は

沸かさないと使用できない」ということで温泉は諦め

名前を変えることはできない。それをやろうと思った

てボーリングしっぱなしで、なげてありますけども。

ら、その名前を引き継いでやらなきゃならない。この

そんなことで苺栽培に取り組んで苦労しております。

苺の苗の社長はそんなに真剣に名前を大事にしていな

私も初めてなものですから阿部さんという施設長がい

くて「好きなようにしなさい」と言うものだから、
『ゆ

るのですけども、伊達の佐藤ファームに１年間行って

めいちご』にしました。そんなことで今やっているの

研修してきたのです。私も行って何回か見てきたので

ですが、とにかく釧路をなんとか苺の産地にしたいの

すが、そこは半自動なのです。ハウスが８棟あるが、

が夢なのです。

ハウスの大きさがうちのハウスに当てはめると３棟半

今日も市場の方といろいろ話をしました。「あまりメ

の大きさなのです。やはり、普通のビニールハウスで

ンテに手をかけ過ぎるから、甘えちゃって、バカバカ

すから青空が見えません。そこで研修を受けてきたの

出来て苺が悪くなるのではないか」と。そう言われて

ですが、形の違う状態で、佐藤ファームとシステムが

みればそうかもしれない。トマトは水をやらないで投

違うから状況が変わってしまって、いろいろと良い面・

げておくと糖度が上がるとか、トマトなんて木を折っ

悪い面があり、苦労しています。佐藤ファームで採れ

た方が良く成るというのです。すくすく育つので途中

ていた時の苺から見ると糖度が高いこととメッチャ苺

から折り曲げた方がいいらしいのですよ。いじめた方

が採れるのですよ、このシステムで。

がいい味が出るというから、そう言われてみれば面倒

もうひとつ分かったことは、環境がいいものですから

をかけ過ぎたかなと。

どんどん育つ。皆さん、苺を作っていたら気を付けて

うちの温室はこのように綺麗に苺が 1ｍ5cm の所が棚

もらいたいことは、こういう古い葉、根っこの葉をは

になって、６区の床に水や肥料を水耕で通して、そこ

がして取るのですよ。それからランナーになって芽が

に苺がこのようにぶら下がって成るのです。伊達に

出てくるのでこれも外していく。そして、苺を採った

行って佐藤ファームを見学してきたのですが、こんな

残りの芯も外していく。これをやらないと次の苺がで

に綺麗ではないです。「長江さん、あまりに綺麗にし

きる状態を作ってあげられないのです。これをまめに

すぎるからだ」と言われて、「ああ、そうか、それも

やればやるほど苺がどんどんできて、今年になって昨

考えなきゃならんな」と。

日が初めてハウス 1 棟で最高の１日 200 ㎏が採れて、

それと「傷が付き過ぎているから痛みが来るのも早い」

７人で後片付けするのにパニックになるほどになっ

と。傷対策も考えなきゃならんなと。このハウスは、





本来は 10 列のところを１列増やしたために、苺を入

これは CO2 の発生機です。苺の中にこういうホース

れて押して歩くと脇がぶつかるので、苺が傷つくのか

が、この白い花と縦の空間にビニールパイプが通って

なと考えているのです。見たとおり、あのように成る

いるんですよ。そこから CO2 が出ることになってい

のです。昨日あたりはああいう状態で、採れてこんな

て CO2 を与えないと良い環境ができないのです。

入れ物が 10ｍも行ったらいっぱいになってしまう。

もうひとつの難問、この苺の両サイドにテープ貼るの

200kg、相当な量ですから本当に大変でした。

です。それに苺を垂れ下げていきます。苺の茎が長過

もうひとつ大変なことは、市場には休みの日があるの

ぎて垂れ下がり過ぎると、苺の茎が折れるような、潰

です。昨日、200kg 採れたのは、その前の日が市場

れるようになると窒息して、苺が干からびて売り物に

の休みだったのです。２日分を１日で採らなきゃなら

ならないのです。苺の両サイドに通路がありますので、

ない。本来は毎日採っていると 100kg で終わったの

両方にこうなっています。中に苺が倒れて成っている

だろうけど、１日休んだために 200kg になったとい

場合があります。これは私くらいの背丈がやると苺を

うこともあります。平均すると 50kg 前後。昨日はバ

採るには最適の高さ。女の人で背が低い方がいたら、

カ採れして、異常な状態になって、市場の方が「あま

中にある苺が分からなくて採らないで腐る。腐ると病

りにも綺麗にし過ぎたせいではないのか」と言われま

気が発生するの

したから、今後考えながら抑えていきたいと思ってお

で剪定しながら

ります。

中の苺を見つけ

これは天窓が開いているのです。雲が見えています。

ては外に出すよ

ガラスのように透明度が高くて見えているのです。こ

うにして栽培し

れは遮光カーテンといって太陽がキツイと遮光がか

ています。そん

かって、太陽光線を防ぐようになっているのです。壁

なことでこうい

はカーテンが開いていくと虫よけのカーテン。細かい

う苺がが今できるようになったのです。

虫でも入らないように、いろんな菌も入ると困ります

私もできるだけ市場性に、採算の合うように、確立し

ので衛生管理をきちっとしないといけないわけです。

ていきたいと思っています。苺栽培に興味のある方は

そんなことで大変な作業なのですが、本当に汗をかき

ぜひ参加していただければと思っております。このハ

ながら大変な思いでやって、苦労しているのが今の状

ウスメーカーのお話として「うちのハウスを４棟建て

況です。

れば採算が合う、人は５〜６人で足りる」と言われた

これは蜂の巣の箱。苺の花には蜜がないのです。苺を

のです。ところが、こんなに採れたら 4 棟で 5 〜 6

あそこに置いていても、蜜がないから嫌われて外に出

人では人は全然足りません。佐藤ファームはうちのハ

張に行ったりしているのです。この前は、花に蜜がな

ウスの 3.5 棟分の 8 棟をご夫婦と娘さんとパートさ

いから蜜を箱に入れてなめさせているのです。本当は

んとうちの阿部施設長が手伝いましたので５人で面倒

蜂が喜んで花のまわりをクルクルと回ると良い苺が成

見ていたのです。そんなことでたくさんの人を使わな

るのですが、それが十分できないためドライヤーの大

くてもやっていける。でも今はなかなか人はおりませ

きいブロアーでガーッとかけて受粉させて歩くのと、

んので、そういう意味では良いのかと思っています。

蜂に手伝ってもらっているのが、今の状況です。

時間もきましたので、この辺で打ち上げさせていただ

暖房機も入っておりますが、暖房を入れると１カ月

きます。皆さんに理解いただけたか、良い話であった

25 万円くらい燃料費かかります。そんなに掛けたら、

か、私にはなんとも言えません。もし、これ以上のこ

冬に内地が四季なり苺を出しますから、内地の苺がど

とがありましたら、お話などいつでもお伺いしますの

んどん市場に流れてきますから、燃料費を掛けたら内

で、ハウスの見学もしたい方いましたらご案内したい

地に勝てないのですよ。そして、内地が夏に苺をと思っ

と思っております。私も用事のない限りは苺の栽培に

たらクーラーをかけなきゃならないので今度は北海道

取り掛かっていますので、よろしくお願いいたします。

の苺に勝てなくなる。そういう形で、住み分けになっ

非常につたない話でございましたが最後までご清聴い

て内地は冬に作り、北海道は夏に作る形に進んでいる

ただきましてどうもありがとうございました。

のです。
できるだけ 12 月に引っ張っていきたいなと思ってい

謝辞

るのですが、去年のクリスマスは苺がなくて大変に

長江代表におかれましては、ご多忙の中、大変ありが

なって、約 1.5 倍になったのです。苺がなくて、ケー

とうございました。

舟木

博会長

キ屋さんが苺の代替品で頼んだり、勘弁してもらった

『ゆめいちご』の名が示すように釧路にまた新しい夢

りして、大変な大騒ぎになったのです。本当はクリス

のブランドが生まれると思うと本当に嬉しく思いま

マスに間に合うように作れればいいのですが、どの程

す。また、長年にわたり釧路経済界に貢献され、昨日

度引っ張れるかやってみようと思っています。

は釧路市民貢献賞の受賞が決まり、誠におめでとうご





ざいます。

強く持ちました。

長江代表は現在 80 歳とお聞きしております。見るか

これからも夢を追い続けて立派な苺ができることをご

らに若くて感心いたしました。お話を聞き、いくつに

祈念いたします。

なっても夢を持ち続けることが青春なのだという感を

本日はどうもありがとうございました。

本日のニコニコ献金
■土橋

賢一君

まさか一面とは思っていませんでした。お騒がせしました。
今年度累計

108,000 円
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釧路ロータリークラブ会報

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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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剛
クラブ会報雑誌委員会

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

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）

次週例会

講師例会「基礎から学ぶ LGBT マーケティング 」（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

信一君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

■ソングリーダー：岩田

舟木

博会長
皆さん、こんば

ナビー市と言っても誰も理解をしていただけませんの
で、残念ながら言っておりません。バーナビー市とは、

んは。今日は釧路

数年のブランクがありますが、断続的に長期間交流が

の海外の姉妹都市

維持されております。

について話させて

次に、1975 年（昭和 50 年）10 月 10 日に調印さ

いただきますが、

れた当時ソ連、サハリン州のホルムスクです。われわ

皆さんはいくつあ

れ古い人間には、「樺太の真岡」と言った方が分かり

るかご存じですか。

やすい地名です。戦前の樺太には、昭和 16 年の国勢

私の知る限りだと５つぐらいかと思っています。

調査では約 40 万人の 406,557 名が住んでおりまし

まず、締結年の古い年から順にお話しさせていただき

たが、真岡管内に日本人は 46,557 名が住んでおりま

ます。

した。その他にロシア人・中国人を含めて日本人の出

1965 年（昭和 40 年）９月 10 日に調印した、カ
ナダのブリティッシュ・コロンビア州のバーナビーに

稼ぎの人間もおりましたので実際はもっと多かったと
思います。

ついてお話しいたします。経緯は昭和 38 年の駐日大

小樽から連絡船が開通していて港湾設備も非常に

使にバーナビー市を紹介していただきました。バーナ

整っておりました。また鉄道も南樺太鉄道が通ってい

ビー市は、釧路と都市の規模、形態が類似していると

て、王子製紙の真岡工場だけでも従業員が 690 人ほ

いうことで、バーナビー市から申し込まれたようです。

どいたと聞いております。また蟹工場で有名な樺太産

位置は、バンクーバー市から電車で 30 分ぐらいの地

業真岡工場もここにありました。現在のホルムスクは、

で、ベッドタウンとして発展しております。釧路市と

ロシア崩壊の後を受けて人口が激減し、20,000 人台

姉妹提携した時の人口は約 11 万人と聞いております。

後半まで落ち込んでいるようです。

現在の人口は倍以上になって急激な発展を遂げており

ホルムスクは紙・パルプ・港湾を基幹産業とした釧

ます。また車で数時間走るとアメリカのシアトル市ま

路と非常に似た街ということです。また釧路には樺太

で行ける距離です。一度、夏にシアトルを訪問したこ

の引揚者が少なくなく、ホルムスク在住の縁者もいた

とがございますが、釧路の夏とほとんど同じような気

と聞いております。堀川町には市営住宅だと思います

候条件で、凄く冷涼で涼しかった記憶がございます。

けれども『樺太の引揚者住宅』があったことを思い出

内地の人に釧路の夏を紹介する時には、「日本のシ

します。現在でもホルムスクとはバーナビー市同様に

アトルだ」と言って宣伝をしております。日本のバー

断続的な継続が続いております。





次は、アメリカ南部のニューオリンズ州です。この
街とは、1983 年 11 月に姉妹港提携を結んでおります。

新入会員紹介
スポンサー

天方

智順君

関係は釧路西港に穀物保管サイロ・グレインエレベー

皆さん、こんばん

ターができ、それにニューオリンズからの穀物運搬船

は。北畑和博さんを

の往来が始まったことが縁だと聞いております。ミシ

紹介したいと思いま

シッピー川の河口から上流域は世界の穀物メジャーの

す。北畑和博さんは

穀物の大集積地になっていて、ミシシッピー川の水運

会社が丸博三輪工業

を使って、アメリカ中西部から大量の穀物を運んでお

株式会社の代表でい

りました。ミシシッピー川はまさに運河であり、水深

らっしゃいます。ご

はとんでもなく深く、幅も広くて日本の川とは全く違

家族は、奥様と娘さん１人ということで、既にお嫁に

うものでした。

行った娘さんもいるのでお孫さんが１人と聞いており

日本からも全農グレイン社や商社が進出して大規模

ます。

なサイロを保管しております。私も 25 年ほど前に見

お生まれが、昭和 42 年の大晦日です。普通元旦生

学に行ったことがあり、その規模の大きさに驚愕した

まれにするかと思ったら 12 月 31 日生まれで、潔い

ことを覚えております。

方だと思います。ゴルフはされません。麻雀はするよ

またニューオリンズ市は観光都市でもあり、カジノや

うです。私はしたことありませんが。スポンサーは私

ミシシッピー川のクルーズ、ジャズで有名なバーボン

と西村さんです。

ストリートの生ライブ、郊外には映画『嵐が丘』のロ

個人的に 20 年ぐらいのお知り合いなので、長年お誘

ケ地のフランテーションの農園跡等の観光地も有名で

いしていたのですがやっと入会をしていただき嬉しく

す。

思っています。業界も一緒で、若くして同じ年に父を

釧路との交流ではやはりニューオリンズのジャズバ

亡くしたものですから、お互いに励まし合って今まで

ンドが記憶に残っております。釧路で５回ほど演奏会

来たと思います。いろいろな思い出がありますが、ロー

もしています。港まつりでの音楽パレードは最高でし

タリーで一緒に活動できるので、また楽しいことがあ

た。最近では残念ながらちょっと疎遠なっております。

るかと思います。

港湾都市の２つ目では、ロシアのペトロパブロフス

１つ特記事項として北畑さんは、蕎麦アレルギーです。

ク・カムチャツキー市です。平成 10 年８月に釧路カ

例えば、親睦活動委員会で「蕎麦打ち例会」などをす

ムチャッカ研究会のチャーター機で市長が現地へ行

ると彼は呼吸ができなくなってしまいますので、どう

き、協定を結んでおります。その頃の釧路の若手経済

か皆さんお気に止めておいてください。

人は元気いっぱいでした。小船井パストガバナーも１

それでは、北畑さんからお願いします。

枚絡んでいたような記憶をしております。
ここは、司馬遼太郎の小説の『菜の花の沖』で高田屋

新入会員挨拶

嘉兵衛が捕らえられていた場所と記憶していました

丸博三輪工業株式会社

が、違いましたか。そうですか。最近はやっぱりやや

北畑

和博代表取締役社長

こんばんは。ただ

疎遠になっております。

いま天方さんよりご

最後になりますが、（オーストラリアの）ポートス

紹介いただきました

ティーブンス郡のハンター河口湿地は釧路湿原との姉

北畑と申します。こ

妹湿地ということで、郡内には、ニューカッスル市、

のたびは伝統と格式

ポートスティーブンス市があり、両方とも姉妹都市と

ある釧路ロータリー

して調印しております。

クラブに入会させて

釧路とは、かの地から飛んでくる渡り鳥の「オオジシ

いただくことになりました。少しでも例会等に出席を

ギ」との縁があり 1993 年（平成５年）５月に釧路で

して皆さまに名前と顔を覚えていただけるようにしま

行われた「ラムサール条約」第５回締結国会議開催を

すので、よろしくお願いいたします。

通じて姉妹都市の提携につながっております。最近の
交流は数年おきに割合断続的に行われています。
個人的な思い出では、両親と妻がまだ健在だった

会長より新入会員へ歓迎挨拶

舟木

博会長

北畑さん、本日は入会おめでとうございます。転勤

1999 年に来釧した３名のゲストをわが家に招待し

族の皆さまの入会が続いておりましたが久しぶりの地

て、楽しい夕食を共にしたことが良い思い出となって

元のメンバーで、大変嬉しく思います。これから５年・

おります。

10 年・20 年とロータリーの奉仕活動を続けていただ

本日は、個人的な感想を交えて話が長くなりましたが、

けることを期待しております。

ご静聴ありがとうございました。

ロータリーは、まず例会に参加することが一番大切





だと思っております。例会への出席は義務ではなく権

す。皆さん、お腹が空いていると思いますので、私の

利と理解してください。このような素晴らしいメン

開会のお話はこのぐらいにして早速乾杯をしたいと思

バーとの出会いを人生の糧として、これから釧路で活

います。どうぞよろしくお願いいたします。

躍されることを期待しております。

乾杯挨拶

ちなみに北畑会員は親睦活動委員会の配属となってお

研修委員会

ります。配属委員長は佐藤貴之君です。どうぞよろし
くお願いします。

天方

智順君

たびたびすみません。邵さんと脇君がサボっている
ので私にお鉢が回ってまいりました。まず舟木会長、

短い挨拶ですが、新入会員の歓迎挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございます。

５番目の姉妹都市の国名を言っていません。オースト
ラリアですよね。後で議事録を書かれる方が困ると思
いますので補足で申し上げております。

■

本日のプログラム ■
新入会員歓迎例会

ちょっと節制がなっていなくて、コロナのせいでもな
いのですけれど火曜日の夜から肩が挙がらなくなりま
した。『五十肩』でしょうか。ゴルフのラウンドの後

親睦活動委員会

佐藤

に急に痛みが刺してきて、車の運転も少しおぼつかな

貴之委員長

皆さん、こんばんは。本日の総合司会を仰せつかり

い。左にウィンカーがありますので、ウィンカーを出

ました親睦活動委員会の佐藤でございます。本日は、

す時に痛いのです。いっぺん挙がると大丈夫ですけれ

今日入会をされました。北畑和博君を合わせまして対

ど、これはきっと五十肩だと思いますが、杖を付いて

象者 10 名が参加されております。皆さんまだまだ顔

例会に来る人よりは良いかと思っております。

と名前が一致しない方もいるかと思いますので、積極

10 名の新入会員の皆さんようこそ。ということで、

的に新入会員の皆さまにお声がけをしていただければ

今日、入会をされた北畑さんもいますけれど新しい仲

と思います。

間として、また新しい舟木年度が来月からの糧に、み

また本日、余興を準備しておりますが、盛り上がって

んなで楽しく過ごせますよう祈念いたしまして乾杯を

いただくことは大変結構でございます。但し、大声を

したいと思います。恐縮ですが、ご起立お願いいたし

出す時は皆さまマスクの着用を忘れずにお願いしたい

ます。

と思います。

それでは、今日はよろしくお願いします。

それでは、開会の挨拶を行いたいと思います。開会
の挨拶は、クラブ会報・会員組織委員会・清水輝彦委

「乾杯」

員長よりお願いいたします。
開会挨拶
クラブ会報・会員組織委員会

親睦活動委員会
清水

輝彦委員長

皆さん、こんばん

佐藤

貴之委員長

ありがとうございました。それでは、ご歓談に移り
たいと思います。

は。コロナ疲れ、大

新入会員の皆さまには、後ほど３分程度のスピーチの

丈夫ですか。なぜこ

お時間を用意しておりますので、よろしくお願いいた

んな切り出しをする

します。

かというと、もう結
構長くずっといろい

新入会員スピーチ

ろな自粛をしてきて

㈱北洋銀行

いて、多分気疲れになっていらっしゃると思います。
私自身もちょっと「お疲れモード」という時もあって、

釧路中央支店

常務執行役員

支店長織田

亨君
皆さま、こんばん

最近、クーっと寝ているとウチの奥さんがいつになく

は。ただいまご紹介

優しく寝かせてくれています。久しぶりに皆さんでこ

いただきました北洋

のように集まって、楽しいひとときを過ごせることを

銀行の織田と申しま

とても嬉しく思っております。今日は新しく入られた

す。よろしくお願い

10 名の会員を皆さんで歓迎し、密に気をつけながら

いたします。

楽しく、あまり大声を出さずにマスクを忘れずに、楽

ロータリーは、私は

しく過ごせればと思っております。
新入会員の皆さま方、少しでもたくさん例会に出て

小樽から釧路へまいりまして、小樽ロータリーにも約
２年間在籍をしておりました。小樽も非常に和気あい

ひとりでも多くの方とお知り合いになって、楽しい

あい、本当にもうファミリー的な雰囲気でやっていま

ロータリーライフを過ごしていただければと思いま

したけれども、同じようにこうやって温かく歓迎をし





ていただくことを大変ありがたく思っております。大

メバチの巣がありまして、「隣の杉村宅ではなく、な

変どうもありがとうございます。

ぜウチにスズメバチの巣なのだ」ということで土橋さ

４月に、ここ釧路に来まして、結構いろいろな所へ

んにお願いをしようと思ったら、「そんなことはでき

行きました。摩周湖へ行って、阿寒湖へ行って、納沙

ない」と言われまして、業者に頼んで駆除をした次第

布行って、湿原は本当に涙が出るぐらい感動しました。

です。

霧多布岬も知床も行ってきました。そして、何度か足

コロナの影響で、夜の末広にも出られないので、家の

を運ぶと最近、自然を見てもあまり感動をしなくなっ

近所や春採湖などを散策しながら、自然をちょっと楽

てきて、これが当たり前だなと思い始めて。皆さんに

しめるようになってきて、自分が歳をとってきたとい

叱られるかも知れませんけれども、自分もちょっと釧

う不安を感じつつも、楽しんでいる毎日でございます。

路人に近づいて来たなと、勝手に思っております。
コロナでは、首都圏などは爆発的な状況でして、こ

あとは、今フットサルを月に２回ですけれどもやっ
ております。ＭＯＯである若い 30 代の方が、LINE や

れから本当に北海道は凄く可能性のある街、所になる

フェイスブックで「フットサルをしたい人！」と声を

と思います。北海道自体が本当にソーシャルディスタ

かけて、１回 500 円払うと小学生から還暦間近の人

ンス、広いですから。そんな中で、この東北海道は凄

まで誰でも参加できるということをやって、私も好き

く可能性がある所だと、本当にここへ来て思っていま

ですから「すごく良い試みだ」と明日も参加する予定

す。

なのです。次回の例会には松葉杖をついて来ないよう

そういう意味では、例えば本州から来られる支店長・

なくらいで、行くときに誓うのですよ。今日は走らな

支社長様にお会いする機会があって、「この東北海道

いぞと、運動をしにいくのに走らないぞと、誓いなが

は化けるぞ」と、「10 年後・20 年後には絶対に化け

ら行く自分いる。どのようなものかと思いながらも楽

るぞ」と、「土地を買いなさい」というような話をし

しんでやっております。

ています。

とりとめのない話でございましたけれども、以上で

皆さんもどうか可能性を信じて、もし土地を買うとい

ございます。よろしくお願いします。

うことであればぜひぜひ、銀行は北洋銀行だけではな
く、いろいろな銀行がございますけれども、お声がけ
をいただければと思っております。

北海道電力株式会社送配電カンパニー
釧路支店

今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありが
とうございます。

支店長

米倉

幸泰君

こんばんは。ただ
いまご紹介に与りま
した北電ネットワー

柴崎社会保険労務士事務所

所長

柴崎

主税君

クの米倉です。北電

改めまして、こん

といいますと、来月

ばんは。社会保険労

９月で丸２年になり

務士をやっておりま

ます 2018 年９月６

す柴崎です。実は、

日の『胆振東部地震』。これで北海道全域の停電とい

今から 25 年ほど前

うことで、本当に皆さまには大変なるご不便とご迷惑

に、まだ私の髪の毛

をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。

がもっとあった頃

その後、少し遅きに失したのですけれども、石狩湾の

に、当時は太平洋炭鉱に務めておりました。

LNG 発電所や北本連系設備などをしっかり増強して、

釧路ロータリーのお昼の例会を多分パシフィックホテ

再び同じことがないように取り組んでいますのでご理

ルでやっていた頃かと思いますけれども、そこに太平

解のほどをお願いしたいと存じ上げます。

洋炭鉱の社長がお話をするということで、鞄持ちで来

ここから私ごとなのですけれども、私は３月にこち

た記憶がございます。経済界の大変ご立派な方々がい

らに赴任いたしました。その後やはり、コロナの関係

るところで、「ほー、こんなところがあるのだ」と思

でなかなか末広の方へは出られないこともありまし

いながらいました。今、そこへ入れていただいて、お

て、増健活動に励もうと週末にはジョギングをするよ

仲間にさせていただけることを嬉しく思っておりま

うにしておりました。釧路市内には、川もあって、海

す。

もあって、湖もあって、丘もあることで、１回のコー

いま、銀行の支店長の方から「釧路が素晴らしい」と

スで全て満喫できるそんな土地は北海道でもなかなか

いう話だったのですが、私の家では、酔って帰ってカー

ないと思って、個人的にはとても気に入っております。

テンを開けると、庭に鹿が４頭ぐらいいるとか、キツ

また、先週末は鶴居に出かけました。丘の上で後ろを

ネもいます。さらに先週は、玄関にスズメバチが巣を

振り返りますと赤茶けた噴煙を上げている山があっ

作っていました。福司の前にあるあのような感じスズ

て、あれは何だと調べると雌阿寒岳でした。調べたら





明治末期に釧路の尋常小学校の高学年の方が１週間の

ＪＲ北海道釧路支

修学旅行で、徒歩で雌阿寒岳まで行き、登って帰って

社長をしています山

来られたと。距離にすると往復約 200 ㎞、14 歳〜

田といいます。６月

15 歳の方が登られたことを目にして、これは登らな

から釧路支社長をし

きゃいけないと決意して、土曜日の夜にホーマックに

ています。先般、小

行って熊の鈴を買い、日曜日の朝早く起きて日帰りで

野寺さんが鉄道のこ

雌阿寒岳に行ってまいりました。

とをたくさん話して

ガイドには、本当に「初心者向け」と書いてあったけ

いただきまして、ありがとうございます。ＪＲ北海道

れども、ほぼ直登（ちょくとう）でした。２時間数分

もご利用いただきましてありがとうございます。

かかりましたけれども、本当に足にもかなり来ました。

その中で『鉄分』の話があったと思いますけれど、私

頂上付近ではものすごく雄大な景色がありました。火

は鉄道会社なのですけれど鉄分はすごく少ないので

口も複数ありまして、本当に火口壁の１ｍぐらいの際

す。ＪＲに入社する時に「あまり鉄分が多いと入社で

でトラロープ（標識ロープ）があるだけで、ちょっと

きない」という話もありました。というのは、あまり

フラフラッとなると落ちてしまうのではないか、そう

『鉄道愛』が強過ぎると趣味の方に走ってしまうので

いうリスクもあるスリリングな体験をさせていただき

利益を度外視してしまうということもありましたの

ました。

で、それでＪＲ北海道に入社できたのかという気もす

そういった意味で個人的には釧路の自然、道東の雄大

るのです。ただそのように、鉄分が多い方に支えられ

な自然をこの半年でかなり満喫させていただいており

て当社もやっています。私は広報部長を５年ぐらい前

ますので、また今後ともいろいろな情報を元に釧路の

にやっていまして、その話の中にもあった鉄分の多い

滞在をぜひエンジョイしていきたいと考えてございま

方との戦い、小野寺さんはそのようなことはないと思

す。引き続き今後ともよろしくお願いいたします。

いますけれど、とても過激な方は線路の中に入ってき
て写真を撮る方もたくさんいらっしゃいますので、広

サントリービバレッジサービス株式会社
釧路支店

支店長

田内

康章君

報の時はそういった方々とお付き合いをしながら仕事
をしていました。

皆さま、こんばん

今は人の移動がコロナの関係で自粛ムードになってい

は。私は 36 歳で、

て、当社の鉄道も利用がすごく減っています。ただ、

最年少ということで

今週末から東急電鉄さんの『ザ ロイヤルエクスプレ

仰せつかっておりま

ス』がこのエリアを含めて運行します。残念ながらＪ

して、４月から釧路

Ｒ北海道の運行ではないのですけれど、非常に豪華な

という地に単身赴任

列車で最低でも 68 万円する列車に８倍の応募があっ

でまいりまして、７

たという人気の列車になっています。私も少しだけ支

月からこの由緒正しきロータリークラブに入会をさせ

社長という立場を利用して乗せていただきましたけれ

ていただきまして、私みたいな若輩者に皆さんとても

ど、窓枠も木の枠になっていて、走る景色の中で画が

優しく温かく接していただきまして、本当にこの会に

動いていくような、その中で生のバイオリンの演奏が

入って良かったと今でも感じております。

あって、ということで、これは 68 万円を払っても乗

暖かいということでは、釧路は凄く涼しいと聞いて

る人がいることも分からなくはなく、東急さんの担当

いましたけれども、今のこの暑さというか、残暑とい

者に聞いても、こんな景色を運行できる乗務員もすご

いますか、ナメてかかれない暑さだと改めて思いまし

くモチべーションが上がっていて、来年も運航をしま

た。皆さんの会社などでも熱中症の対策をされている

すので、これはＪＲ北海道ではありませんけれど小野

と思いますけれども、わがサントリーでも熱中症の飲

寺さんも乗っていただければと思います。ぜひＪＲ北

料がありますので、もしなにかありましたらお声がけ

海道もまだ正式には言っていないのですけれども、こ

いただければありがたいと思っております。

の秋に「多目的車両」といって定期列車にも使えて観

いまはコロナの時期でもありますので、３密を避ける

光列車も運行できる列車を釧路にも持って来られるよ

ようにと会社からも言われているのですが、皆さまは

うに調整をしています。ぜひそういった観光列車の新

とても優しい方たちばかりなので、心だけは密にお付

しい車両も作りながら、皆さんにもご乗車いただきな

き合いさせていただければと思っております。何卒よ

がら、ご協力いただきながらＪＲ北海道も事業を進め

ろしくお願いします。

ていきたいと思っています。これから皆さんにもその
ような機会を作っていただければいいなと思っていま

北海道旅客鉄道株式会社
支社長

釧路支社
山田

すのでどうぞよろしくお願いいたします。

浩司君





日本生命保険相互会社

道東支社

支社長

廣部

株式会社ＮＴＴドコモ
雅資君

支店長

釧路支店
吉岡

央君

皆さん、改めまし

皆さん、こんばん

てこんばんは。日本

は。７月に着任いた

生命保険相互会社道

しましたＮＴＴドコ

東支社長で３月末に

モの吉岡と申しま

赴任いたしました廣

す。よろしくお願い

部と申します。思い

いたします。７月に

返して見ますと、３

来て２カ月ぐらい経

月に赴任した時にはもう既にコロナの渦が来ておりま

ちまして、ようやく釧路のこともいろいろ分かってま

して、なかなか外に飲みに行けない。会社に行っても

いりました。「なにが」と言われると難しいのですが、

コミュニケーションを取るノミュニケーションも全く

釧路という街がすごく良いと思いまして、すごく好き

できない中で札幌から赴任したのです。

な街と思っています。

この道東のこの釧路でやっぱり１人で、家で宅飲みを

私は函館市の出身なもので函館と釧路はすごく似て

していたのが３月・４月・５月であったと思います。

いると思っているのですけれども、どう考えてもやっ

私はＭＯＯの近くの錦町に住んでおりますので、少し

ぱり釧路の方が良くてすごく良い街だと思っていま

車で走ればすぐ海がある所です。釣り具センターで安

す。

い釣り具を買って、そして餌を付けて投げるとヌマガ

ゴルフが趣味だとお話をさせていただいたおかげで、

レイが釣れます。包丁を１本持っていたので、その包

こちらにいらっしゃるいろいろな方にもゴルフに誘っ

丁で見様見真似でヌマガレイをさばいてお刺身にした

ていただいて、非常に良くしていただいております。

らメチャクチャ旨かったです。多分、皆さんはあまり

いろいろ釧路が好きだと言っているものですから、な

食べないと思いますけれども、それに味をしめて、ネッ

にか釧路に恩返しをしたいと思って毎日考えながら過

トで包丁を新たに割と良いものを購入しました。そう

ごしております。私どもの会社は在宅勤務が本当に支

いった形でいろいろな料理にも挑戦をしているのがい

流になってきておりまして、もう働く場所はどこでも

まの状況です。先週は浜中から船に乗って霧多布沖の

構わないというような状況になってきています。

方まで、部下を無理矢理連れて釣りに行ってまいりま

ちょっとケチな話なのですが、通勤費といわれる通勤

した。タラ・アオゾイ・ヤナギノマイ・サバが釣れて、

手当はもう出ないことになってしまいました。結局、

とりわけアオゾイは初めてで、本州の方では多分出

会社として働く場所は問わないという状況になってお

回っていない魚だと思うので食べたらムチャクチャ旨

ります。それであれば、夏の釧路は素晴らしいので東

くて、本当にこんな魚があるのかと思ったことが今回

京の皆さんには釧路にどんどん来ていただいて、ここ

の釣りでした。ぜひともこれからも道東ならではの楽

で勤務をしていただければいいのではないかと会社の

しい出来事や遊びをやって行きたいと思っています。

方にも声を挙げております。

最近考えていることは、今日、根室の方に仕事で行っ

個人的なお話をさせていただきますと、ＮＴＴドコ

ていたのですけれども、帰ってくる時の景色などを見

モは皆さんご存じかも知れませんけれども「ドコモ

たり、野生動物を見ていると、これは記録として残し

ショップ」というショップをいくつか運営しておりま

ておきたいと思って、これから道東支社で、いろいろ

す。ショップのスタッフに若い人が多い状況になって

な野生動物を撮れるようにカメラも買いながら、ゴル

います。いまドコモショップの若い釧路スタッフの間

フ･釣りにカメラと、鉄道にはあまり乗らないと思い

でダイエットのボクシングが流行っておりまして、
「支

ますけれども、いろいろなことにチャレンジをしなが

店長、ダイエットのためにぜひ来てください」という

らこの釧路で楽しんで行きたいと思います。

ことで、無理矢理に私も入会させられてボクシングを

半年が経ちまして、自分でもちょっとなにを考えて

やらされているのです。行ってみると、全くダイエッ

いるのか分からないのですけれども、よく不動産情報

トではなく自分の半分ぐらいの歳の若い方々に毎日ボ

をネットで見たりしています。シラルトロ湖の近くに

コボコに殴られている状況です。やられ過ぎてケガを

温泉付きの家があって、これはすごく良いなとか、こ

して、ロータリー活動に支障が出ないように気をつけ

こを更地にしたらすごく良いなとか、自分がどっちの

ながらこれからも頑張っていきたいと思っております

方向に行っているのか分からない状況になってまいり

ので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本

ましたが、本業は日本生命ですので、皆さんにご安心

日はありがとうございます。

も与えながら自分自身も楽しんで、この釧路を過ごし
ていきたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願
いいたします。





株式会社北海道新聞社

釧路支社
支社長

竹村

ＮＨＫ釧路放送局

局長

小野

正晴君
ＮＨＫの小野でご

康治君

皆さん、こんばん

ざいます。よろしく

は。北海道新聞釧路

お願いいたします。

支社の竹村と申しま

先週のお昼にもこの

す。私は６月末に釧

場で話させていただ

路の方に札幌からま

いて、もうあまり話

いりました。ちょう

すことがないので

ど札幌が、コロナ感

す。私、先週も申しましたとおり元々記者出身なので

染者が急増している頃です。

すけれどこの間、話を聞いていただいて分かるかと思

最初の頃は慎重にしていました。末広にも２週間出な

うのですが話が下手で。

いようにして、寂しく過ごしていました。先週ぐらい

いまをさかのぼること 25 年ぐらい前のこと。いまは

で根室管内も含めてようやく全部行けまして、少し

弊社を離れた池上彰さんは社会部の先輩なのです。社

ホッとしております。

会部の新しいメンバーを迎える歓迎会みたいな場が

例年この時期というのはいろいろな会合、催しやス

あったとき、私は当てられて壇に出て喋る予定はな

ポーツ大会等々がありまして、土日はほとんどイベン

かったのですけれど、司会をやっていた同期が「時間

トに出ることが私の仕事だったのですけれども、今年

が余ったので、ちょっとおの先輩、喋ってください」

はすっかりなくなりました。今日も会社を出て来る時

みたいな感じで壇に上がらされたら、僕は何も喋られ

に、後輩の社員に「支社長、暇で良いですね」と言わ

なくてシドロモドロになってしまいました。池上さん

れました。当たっていてそのとおりでなにも言えませ

が出てきて、マイクを奪って「今年社会部に上がって

んでしたけれど、そういう状況でちょっと寂しい夏を

きた諸君、小野先輩のようになってはいけない」とい

過ごしています。

うようなことを言われて、そのような経験がありまし

私は北海道新聞では編集畑でずっと来ていました。

た。

取材記者もそうですけれど、「今日はどのニュースを

喋りが下手なエピソードとしては、実は私、７〜８年

トップにしようか」や「この記事使おうか、止めよう

前にラジオのニュース番組に１年間出演をしていたこ

か」というそのような編集部門の方にも結構長くいま

とがあったのです。いま、ラジオ第１放送でやってい

した。それで外勤では、道内だけ回っていまして、北

る『ＮＨＫジャーナル』夜 10 時からの番組なのです

見や旭川に行きましたけど、私が一番印象に残ってい

が、そこで「ニュースデスクの小野さん」などと話し

る支局は、ウチでいうと警察の駐在みたいな所で１人

かけられて、ニュースを解説するような役目だったの

か２人で勤務をするブランチがあるのですけれども、

ですけれど、これが、僕は何度も舌を噛んだりして下

そこの勤務が３カ所あり結構それが面白かったです。

手で、視聴者の方から苦情が来たことがありましたの

今もお付き合いをしている方が何人もいらっしゃっ

で、このような場で喋ることが大の苦手であります。

て、濃厚接触ではないですけれど、本当に密な付き合

というように前置きが長くなったのですが、先週、私

いをして非常に面白い思い出がたくさんあります。

は趣味でゴルフや麻雀もできない、つまらない人間で、

私の趣味は山歩きと最近は温泉にハマっていますけ

一方で、たまたま書くことがなかったので「シャーロッ

れども、釧路に来て先日、釧路新聞の社長から記事の

ク・ホームズ」なんて書いたら、先週は紹介していた

分厚いコピーをいただきました。釧路新聞が 10 年以

だいて。ところが喋るほどなにかシャーロック・ホー

上前になると思いますけれど、社長自ら取材をして歩

ムズのネタを持っているわけではなくて、日本シャー

いた『釧路温泉三昧』という連載企画がありまして、

ロック・ホームズクラブには誰でも 4,000 円を払え

なんとこれが 100 回以上続いています。いや、すごい、

ばクラブ員として参加できるクラブなのですが、

なぜウチの新聞にそういう連載がないのかと思って残

シャーロック・ホームズは結構ある意味翻訳家の方な

念でしたけれど。それをもらい、もう当然なくなって

どオタク世界で、いろいろなホームズは実在していた

いる温泉もありますけれども、社長推薦の温泉をいく

という想定の下にいろいろと研究をしている人たちが

つか紹介してもらって、これからこのコロナに利用し

いて、そこで本を書いている人たちもたくさんいます。

て土日に回ろうと思っております。なにか遊んでばか

そういう方々とは全く違って私は、単にそういう人た

りいるようですが、私も一応仕事をしたいと思ってい

ちの話を聞いて夜、飲み会に参加しているくらいの会

ますので、お役に立つことがあれば遠慮なくおっ

員でしたので、あまりホームズのことには触れていた

しゃってください。よろしくお願いいたします。

だきたくないという感じであります。
先ほど、山田支社長様から鉄道の話がありました。
私も先週、早速「湿原ノロッコ号」に乗ってきました。





まだ釧路に来て３週間ですけれど、結構あちこちマイ

を含めて本当に高い出席率で臨んでいただき、多分、

カーで走ったり、湿原ノロッコ号に乗って、自然は大

佐藤委員長が一生懸命お声がけをしていただいた成果

好きで楽しんだりしております。先ほどからも雌阿寒

だと思います。本当にありがとうございました。

岳に登られたとか、山歩きが好きだとおっしゃられた

さて、皆さん経験があると思いますが、20 歳ぐら

方々がおりましたけれども、私も自然が大好きで学生

いを過ぎるとテレビで見ていた高校野球の人たちやお

の時に北海道へ来たときは、まだ体力もあったので羅

相撲の人たちが段々年下になって、びっくりするよう

臼岳や利尻岳などを登ったりしました。こちらへ来ま

なことがあると思います。ロータリーも 50 歳半ばを

したら、またいろいろと山歩きなどもぜひやりたいと

過ぎてくると大企業の支店長さんたちが、まだまだ上

思っていますので、そのような機会ありましたらぜひ

だと思っていた人たちが、今日例会を見ていると僕の

お誘いいただければと思います。

同世代・年下になっていくわけです。自分が歳を重ね

本当に、皆さんのお役に立てたらと思いますので、な

ていることが分かるわけなのです。

にかありましたらなんでも言っていただければと思い

改めて今日、例会を見ながらぼくらの世代が、転勤族

ます。よろしくお願いいたします。

の皆さんがもっとロータリーに親しめるように先頭に
立って、率先してこの素晴らしい出会いを大きくして

（余興）

いく責任があるとつくづく眺めておりました。
さて、締めになりますが、このコロナで思うことが

親睦活動委員会

委員長 佐藤

貴之

会員

あります。強いて学ぶことがあるとすれば、今まで、

そろそろお時間となりました。ここで恒例の『手に

たいしたことはない、当たり前にあると思っていたこ

手つないで』を歌いたいと思います。本日も『エアー・

とが、実は「大切で、お互いに大事なことだった」と

手に手』で手はつながずにお願いします。

いうことに気づいたことだと思います。

本日のソングリーダーは出席された新入会員 10 名
の皆さまでソングリーダーを行っていただきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

昨年の天方年度で、ロータリーの例会がなくなって
『ロータリーロス』にすごく心が痛んだ方がいっぱい
いるかと思います。ですから今日、この新しい仲間を
われわれは迎え入れて、またこのロータリーを始める

「手に手つないで」

にあたって、改めてこの素晴らしい釧路クラブにいら
れる喜びをみんなで存分に分かち合って中締めとした

中締め挨拶

杉村

荘平会長エレクト

改めまして、こんばんは。エレクトの杉村でござい

いと思います。よろしいでございましょうか。
ということでお立ちいただきながら、全員でこの釧路

ます。以後、よろしくお願いいたします。

ロータリーにいられる喜びを分かち合いながら、三本

まずは親睦委員会の皆さん、今日は楽しい例会をあり

で締めたいと思います。よろしいでございますか。

がとうございました。なんと言っても転勤族の皆さん
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第 8 回例会
（通算 3602 回）

第84代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

釧路ロータリークラブ会報
会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「基礎から学ぶ LGBT マーケティング 」（担当：プログラム委員会）

次週例会
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田辺

貴久様

その前に先ほどのコカ・コーラ、ファンタ、カルピス

皆さん、こんにち

の中で一番砂糖の多い飲み物は何かわかる人はいます

は。本日は太った人

か。実はカルピスが一番多いみたいです。実に 66g 入っ

の多い釧路ロータ

ているそうです。角砂糖換算にすると 16 〜 17 個分

リークラブのメン

です。次はファンタで 60g、角砂糖約 15 個です。コー

バーの皆さまに、手

ラは少し少ないですが 57g で約 14 個分あるそうです。

頃な健康とダイエッ

実は角砂糖をここに持ってきて「こんなにあるよ」と

トの役に立つお話を

見せようと思ったのですが、今このホテルでは角砂糖

したいと思います。

は置いていないそうで、残念ながら見せることはでき

今年の夏、釧路以外は猛暑の所が多く、大変気の毒に

ませんでした。

思いますが、釧路は全国的にも夏の気温は別天地です。

WHO は１日の砂糖摂取量の目安をガイドラインで

ポストコロナの夏の避暑観光を考えるとすごいポテン

「総エネルギーの５％未満に抑えるべき」としており

シャルを感じます。

ます。これは砂糖換算にして 25g に相当し、角砂糖

今年の日本では史上最高の気温 40 度を超える温度を

だと６個分にあたります。他の食事でも砂糖はとって

記録していますが、ここで登場するのが皆さんの大好

いますので十分に気をつける必要性があると思いま

きな清涼飲料水です。われわれの世代では、若い頃は

す。歯の話をしようと思ったのですが、本来ならばメ

テレビコマーシャルでよく「スカッとさわやかコカ・

ンバーの本間先生が会員卓話で話す内容なのですが、

コーラ」、「ファンタスティックのファンタ」、「初恋の

ご存じのように虫歯の原因は、虫歯菌の栄養素である

味のカルピス」を散々飲みまくった世代で、その後は

糖を栄養として取り込み、エネルギーに変える過程で

「ポカリスエット」に「缶コーヒー」を何も考えずに

排出された菌によって歯が溶かされることが原因で起

飲み続けてまいりました。また、夜は末広に行って、

こります。特に子供さんは「ガム」に「チョコ」に「甘

日本酒にビールにワインに芋焼酎。散々飲み続けた結

いお菓子」、といっぱい食べるので虫歯には要注意で

果、歯がボロボロになり、身体は肥満になり、人によっ

す。この中にはいませんが、入れ歯の方は安心してい

ては糖尿病にもなっています。

るかもしれませんが、残り少なくなった歯は大事にし

本題に移りますが、清涼飲料水 500ml あたりの砂糖

たいものです。

の量は、一粒４g 程度の角砂糖で換算して何個が入っ

一方、肥満ですが内臓脂肪の増加が脂肪組織から分泌

ているか皆さんにお聞きしたいと思いました。

されるホルモンの影響でインスリンの効き目が悪くな





り、膵臓が大量のインスリンを出し続けますが、働き

ここで、LGBT とは何なのか、どんな問題を抱えてい

すぎて疲れてしまい少ししか出すことができなくなっ

るのかを紹介する動画がありますので、そちらを再生

て血糖値を上げてしまい、糖尿病になると言われてお

したいと思います。

ります。
そんなわけで健康のために、なるべくお茶や水で我慢

（LGBT についての動画紹介）

してお過ごし下さい。
今日の話は終わります。ありがとうございます。

見ていただきましたとおり、実は７〜８％くらいの人
が LGBT の当事者だと言われています。そもそも

■

LGBT とは、レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バ

本日のプログラム ■

講師例会「基礎から学ぶ LGBT マーケティング 」

釧路市ビジネスサポートセンター
ブランディングマネージャー

イセクシャル（Bisexual）、トランスジェンダー
（Transgender）という英語の頭文字を取った言葉で
す。日本語では『性的少数者』と言われています。日

田辺

貴久様

本語で言うとレズビアンは女性同性愛者、ゲイは男性

皆さま、こんにち

同性愛者、バイセクシャルは両性愛者、、トランスジェ

は。初めまして。釧

ンダーは生まれた体の性別と、自認する性別の違う方

路市ビジネスサポー

を指します。

トセンター

k-Biz

のブランディングマ

LGBT 当事者がどのくらいいるかというと、先ほどご

ネージャーをさせて

紹介したとおり最新の調査では約９％がその当事者だ

いただいております

と言われています。

田辺と申します。今日はこのような機会をいただきま

もう少し性についてご説明すると、いまセクシュアリ

して、誠にありがとうございます。

ティは 3 つの組み合わせで説明されています。生ま

早速なのですが、ご紹介いただきましたとおり『基礎
から学ぶ LGBT マーケティング』というテーマでお話

れ持った「体の性」と、自分が自認する「心の性」と、
「好きになる性」の３つの組み合わせで考えると、少

させていただきます。LGBT という言葉をあまり聞き

なくとも 27 種類に分かれます。

なじみのない方もいらっしゃるかなと思いますし、最

その中で、男性の体に生まれて、自分自身のことは男

近よく新聞やテレビでこの言葉聞くけれども一体何な

性だと自認していて、好きなる対象が男性という方が

のだろうと思っていらっしゃる方も多いのではないか

男性同性愛者（ゲイ）です。女性の体に生まれて、自

と思います。今回、改めてこういう人たちもいるとい

分自身は女性だと自認していて、好きになる対象が女

うことを今日は頭に残していただければなと思ってお

性という方が女性同性愛者（レズビアン）です。

ります。どうぞよろしくお願いいたします。

最新の調査で 8.9％

簡単に自己紹介させていただきます。1982 年に千葉

がこの当事者の数と

で生まれて、38 年間ずっと千葉に住んでいたのです

言われているとお伝

が、去年 12 月にご縁がありまして釧路市に移住させ

えしましたが、この

ていただきました。

8.9％はどれくらい

大学を出てからずっと出版社におりました。リクルー

の人数かというと、

トが一番長く、住宅情報メディアの編集長の仕事をし

左利きの方の割合と

ておりました。それと同時に人事のダイバーシティ担

同じくらいと言われています。それから AB 型もこれ

当といって、社内で多様な方が活躍できるような環境

くらいの数と言われています。また、日本に多い、佐

を作ろうという取り組みを推進する仕事も担当してお

藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さん、渡辺さん、

りました。

伊藤さん、中村さん、小林さんの姓を持つ方の合計が

早速、本題に入らせていただきたいと思います。

８％〜９％くらいと言われています。

この写真は、LGBT の認知・理解を広げようというイ

この中にも左利きの方いらっしゃるでしょう。あるい

ベントが都内で行われたときの写真です。一緒に写っ

は先程挙げた姓の方もいらっしゃるはずです。もちろ

ているのはマリモに似た形の SUUMO のキャラクター

ん AB 型の方もいらっしゃると思います。ですが、皆

『スーモくん君』です。

さんの周りで LGBT の当事者、つまり男性同性愛者

こちらは、SUUMO では、LGBT 当事者が住まいを探

だったり、女性同性愛者という方が身近にいらっしゃ

しやすいようなサービスを業界で初めて導入しており

るという方はそう多くはないと思います。

まして、その取組を業界新聞に取り上げていただいた

それはどうしてかというと、なかなか自分から LGBT

ときの記事です。

の当事者だとは言わないからなんです。みなさんの中





にも、もしかすると「何かちょっと気持ち悪いな」と

ちらの会社では、月に 10 件から 15 件くらいの相談

か、「自分とはちょっと違う世界に住んでいる人だな」

があるということです。

みたいに思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ホテル・結婚式場でも LGBT 向けの結婚式プランを出

ですがそう思う人がいる環境で、「はい、私は男性同

しているところがあります。「当ホテルは同性カップ

性愛者です」と言うのはなかなか難しいものです。当

ルの結婚式を応援します」と宣言しているところや、

事者が言えないから余計に「世の中にはいない」と思

中には LGBT カップル向けのプランを出しているとこ

われてしまう。そうして、からかわれる対象になった

ろもあります。

り、中にはいじめられたりということが起きていたの

住まい探しでは、SUUMO で、LGBT 向けの新築マン

です。

ション探しのお手伝

そういった状況を多くの当事者は我慢してきました。

いの窓口を作ってい

ですが、世界中で「ちょっと、それはおかしいじゃな

ます。あと、同性同

いか」と声を挙げる当事者が増えてきて、だんだんと

士で組めるような

その問題が明らかになってきたのです。

ローンを楽天銀行が

最近では、同性同士のカップルが結婚と同じようなメ

作っています。この

リット、例えばそれまでは家族単位しか認められてい

サービスのメリット

なかった公的な住宅に一緒に住めるようなるなど、婚

を詳しく説明すると、都市部ではマンションが高く

姻関係同様にみなす自治体が増えています。

なっているので、共働きで２人の収入を合算して買う
ケースが多いのですが、ローンを合算できるのは夫婦

先ほどの動画にもありましたが、自分自身をカミング

の場合のみでした。そうなると同性カップルで一緒に

アウト、つまり自分が LGBT 当事者だと明らかにして

住む家を買おうとすると、二人の収入を合わせれば手

いる方は 50％くらいと言われています。またカミン

に入る物件でも、どちらか一方のローンで買える範囲

グアウトする相手も友達がほとんどです。特に職場で

で選ばなければなりませんでした。しかし同性カップ

はなかなか言いにくいのが現状です。

ルで二人でローンを組めるようになれば購入できる物
件の幅が広がるわけです。これは LGBT の方が助かる

ビジネスの観点でいうと、LGBT を対象にしたマーケッ

だけではなくて、企業にとってもビジネスチャンスが

トは『レインボー消費』と言われていて、全体で約

広がるわけです。

5.9 兆円のポテンシャルがあるといわれています。そ

ほかにも旅行業界では、同性カップルを歓迎する宿泊

こをどう取り込んでいくか、あるいは LGBT にそっぽ

プランを提供しているホテルがあります。「好きな人

を向かれて取りこぼさないようにするかは、企業活動

と旅行したいけれども、同性２人でダブルベッドの部

でも大きなトピックスになっています。また、働くひ

屋に泊まるのは気恥ずかしいな」と考えて、思い通り

とのなかにも当事者はいるわけで、そうした方々がど

の旅行ができないなんてカップルがいたら、その解消

うしたら働きやすくなるか。そうした観点から、いろ

にもなりますし、選ばれるチャンスにもなります。

んな企業が LGBT に対しての対応やマーケティングを

飲食店でも LGBT 向けに「フレンドリーですよ」と表

意識し始めています。

明するシンボル、のちほど説明するレインボーフラッ
グを掲げているお店があります。こういうお店では、

LGBT という言葉を最近なぜ聞くようになったかとい

同性カップルで誕生日の祝いディナーをしたり、当事

うと、大きなきっかけは 2011 年に国連で「LGBT は

者の集まりで利用されやすくなったりします。

人権問題である」という決議が採択されました。また

これはお坊さんがつける袈裟なのですが、これも『レ

日本では 2015 年に渋谷区が『同性パートナーシップ

インボー袈裟』といって、LGBT 応援の袈裟です。

条例』といって、同性同士のカップルを渋谷区内では

LGBT 当事者の葬儀や法要もそうですし、偏見がない

婚姻関係とみなす条例を出しました。

ことを表明できる手段のひとつでもあり、こういった

東京では『東京レインボープライド』という、渋谷の

寺社ならどんなお願いもしやすいと思われるきっかけ

真ん中を LGBT 当事者がパレードしたり、企業が代々

にもなりますね。。

木公園にブース出展をするイベントがありまして、約

それからアパレルでは、トランスジェンダーの方向け

20 万人を集める大きなイベントになっています。

の下着を輸入・販売している会社があります。「女性

では、国内ではどういった企業がどんなことをしてい

に生まれたけど男性の格好がしっくりくる」という方

るかをご紹介したいと思います。

の場合、「胸が出ているのを隠したい」というニーズ

例えば、婚姻関係でいいますと、LGBT の男性同士、

があります。そこで、LGBT 先進国であるタイで作ら

女性同士で結婚式を挙げたという方に対して結婚式場

れている、無理なく胸を抑えて不快感も少ない下着を

を紹介するサービスを行っている会社があります。こ

輸入して販売しているんです。これを輸入販売してい





るのは、静岡県富士市という地方都市にある会社です。

を掲げる、というのが世界的なアピール方法になって

こうした下着がなかなかないため、全国から注文があ

います。私ども k-Biz にも入り口に六色のレインボー

るそうです。

フラッグを置いてあ

つまり、ビジネスのチャンスは東京、大阪、札幌といっ

るので、ぜひお越し

た大きな街に限らず、地方の都市でも全国に広がる

になった際には見つ

マーケットを掴むチャンスになるんです。

けてみてください。

では、どんなことからはじめればいいでしょうか。ま

私自身も男性の同性

ずはこういった機会に話を聞いていただいたり、本や

愛者です。前職時代

雑誌などで知識を得ていただいた上で、ぜひ身近な人

から隠さずオープンにしていましたし、今の仕事に転

にも「こういう話を聞いたんだけど、こういう本を読

職するときも隠さずにお伝えしました。おかげさまで

んだんだけど」と共有いただくと、理解の輪が広がる

皆さまに好意的に受け取ってもらい、楽しく仕事もで

かと思います。もしかすると会社内やご家族にも当事

きています。パートナーも k-Biz に関わるみなさんと

者の方がいて、理解されているということが「救われ

仲良くさせてもらっています。ですが、私のようなタ

た」という気分になって前向きな気持ちになるなんて

イプは珍しい方で、多くの当事者はバレたら嫌だなと

ことがあるかもしれません。

か、何か言われたら嫌だな、なんて考えながら暮らし

また、「どういうことを言われると傷つくのですか」

ていたり、仕事をしていたりします。

と聞かれることも多いのですが、これは難しいのです
が、相手がいわゆる同性愛者ではないという前提に

釧路も当事者の方は多くいらっしゃるはずです。人口

立って話をしてしまうことをなるべく避けるようにす

17 万人とすると、単純計算で 1 万 5000 人程度の

る、というのが大切です。たとえば言い換えられる言

LGBT 当事者がいる可能性があるということです。当

葉を言い換えるということで言えば、最近は一般的に

然、皆さまの会社や、中にはお身内の方など、身近な

なったのが「奥さん」
「ご主人」という呼び方を「パー

ところにもいるはずなんです。ですから、「もしかす

トナー」と言うようになっています。飲みの場などで、

ると、今話している相手は LGBT の当事者かもしれな

もし配偶者がいるかを尋ねるときは、「パートナーは

い」ということを考えながら接していただくほうがい

いるんですか」と聞いてみたりする感じです。ビジネ

いかもしれません。

スマナーとしては、プライベートな話をそもそもあま

今日はかいつまんでお話させていただいたので、まだ

りしないという話もありますが、親密になればそうい

まだ疑問点だったり、ご不明な点があると思います。

う話だってあると思います。そんなときに、ちょっと

もし、ご興味もっていただけたらいつでもご連絡いた

聞き方や話題に気遣うだけで当事者の受け取り方も変

だければ幸いです。

わります。

ご清聴いただきましてありがとうございました。

もうひとつ、LGBT フレンドリーであることを伝える
のに、LGBT のシンボルである「６色のレインボー」

本日のニコニコ献金
■大道

光肇君

■荒井

剛君

大変ご無沙汰して、ごめんなさい。
息子が所属する少年野球団が太陽杯新人戦を優勝し、今月下旬に釧路支部代表として全国
大会に出場することになりました。
今年度累計

118,000 円
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舟木

請川

透様（釧路西クラブ会長）

博会長

皆さん、食事中の方はお続けください。今日は商売

す。
まずは、新米の持つ水分の多さが保管に向かなかった

柄、ちょうど新米が

からです。「もみ」や「玄米」の水分度合いを間違え

出ていますので「季

るとカビだらけになってしまいます。この状態は「水

節の新米の話」とい

分過多」と言い、検査規格から外れてしまいます。逆

うことで話をさせて

に乾燥し過ぎると、お米が精米時に割れてしまいます。

いただきます。

これは、胴体の「胴」に「割れる」、そして「米」と

今年も大型の台風
の中、１年に１度、

書いて「胴割米」と言います。これも検査から外れて
「くず米」のようになってしまいます。

一番美味しい新米の季節がやってきました。日本の新

乾燥については、天日乾燥や自然乾燥といって、稲束

米は７月の石垣島に始まり沖縄を通って、８月には鹿

を「杭（くい）掛け」、
「稲架 ( はさ ) 掛け」にして行っ

児島の種子島、お盆過ぎには宮崎、そして高知と進ん

ております。杭掛けとは杭を１本立てて、それに米の

で行きます。いまは関東の早場米の刈り取りが最盛期

稲束を重ねていくものです。稲架掛けは「田の字」に

を迎えております。

してそのまま棒に並べていく形で、ちょっと地方に

昔の配給時代、新米の発売は 11 月を始めとしており

よって違います。

ました。いまは昔に比べると３カ月ほど早く出回って

現代では農家は自家用に食べる以外は機械乾燥で行っ

おります。

ております。昔はお米を玄米ではなく「もみ」で保管

新米の特徴と申しますと、水分が多く、炊き上がりの

しておりましたから、もみの容積と俵の容積で保管の

香りが良く、肌がピカピカして、まるで若い娘さんの

場所が倍ほど必要でしたが、「もみ」のおかげで保存

ように例えております。残念ながら、１年でおばさん

状態が最適でした。現在は、ほとんどが玄米で保管し

になってしまいますが。

ております。

こんな美味しい新米ですが、昔は流通業者や消費者か

また、お米は、米蔵で保管することで熟成されて美味

ら良い評価を得ていませんでした。なぜなら、『新米』

しくなりました。これは、「そうめんが土用を越すと、

にはもう１つの意味がありまして、「未熟な、半人前

熟成されて美味しくなる」原理と同じと言われており

の人間」という意味で新人さんに対するややネガティ

ます。デンプン質の組織が余分な水分を枯らせて安定

ブな意味で使われておりました。この語源は昔、古米

すると言われております。

の方が新米より価値が高かったことに由来しておりま

こうなると、お米が炊飯時に炊き増えしますので人々





に喜ばれておりました。新米は炊き増えしませんので、

プログラム委員会

中島

徳政委員長

経済的ではないのであまり喜ばれなかったのです。昔

本日もよろしくお願いします。プログラム委員長・

の富裕層は蔵に数年分を「もみ」で保管しておりまし

中島です。本日は先ほどご紹介ありましたとおり、株

たので、古い順番から食べていましたので、なかなか

式会社博善社・代表取締役専務・請川透様です。ロー

新米は食べられなかったと聞いております。

タリアンということもございまして「しっかり 30 分

熟成の話をもう１つ、イタリアのロンバルディア州

喋らせてくれ」と前もって言われておりますので、私

ポー川の流域は米の産地で有名ですが、かの地ではカ

からのご紹介はここまでにして、あとは請川さんにお

ルナローリ種というお米を数年間熟成させて販売して

願いしたいと思います。

おります。これは高級パエリアの米として非常に高価

会長、よろしくお願いします。

なお米です。
この地方は、日本人には古いイタリア映画の「ひまわ

株式会社博善社

り」のロケ地で有名で、あの有名なソフィア・ローレ

代表取締役専務

請川

透

様

ンが主演をしていたので、熟成された年齢の方は思い

皆さま、こんにちは。

出されることと思います。

いまご紹介いただき

そんなわけで、ビカピカの新米ではなく、熟成され

ましたけれども、株

た米のようにわれわれロータリアンは、まだまだ世の

式会社博善社、葬儀

中に役立つ存在であるというオチで話を終えさせてい

社として勤務をさせ

ただきます。

ていただいておりま

ご静聴ありがとうございました。

す請川透と申しま
す。よろしくお願いいたします。
また今年度、釧路西ロータリークラブ会長として務め

■

本日のプログラム

■

講師例会「息を引き取る」ということの意味

させていただいております。本来であれば７月の頭ぐ
らいに表敬訪問で、おじゃまをさせていただけると
思っていたのですけれども、なにせコロナの関係で延

公演に先立ってビデオの上映
（ビデオ上映の音声）
皆さま、こんにちは。株式会社博善社・代表取締役

期になりましたので、まさか今日、こんな形で挨拶を
させていただけるとは思ってもみなかったです。今日
はこのような機会をいただきまして、会長をはじめ会

専務・請川透と申します。よろしくお願い申し上げま

員の皆さま、本当にありがとうございます。

す。

早速、葬儀屋さんの話をさせていただきたいと思うの

一度の葬儀で 200 万円から 300 万円も費用がかかっ

ですけれども、どうでしょうか、今日、葬儀屋が話に

ていたのは約 25 年前くらいでございます。確かに今

くるということで、もしかしたら薄気味の悪い稲川潤

でも 300 名〜 500 名くらいの会葬者様が集まり、そ

司さん系の話をするのではないかなど期待を持って来

れなりのおもてなしをすると相当費用がかかります

られている方もいるのではないかと思うのですが。そ

が、現在では家族葬がはやり、会葬者様の平均の数も

のような話の引き出しはないわけではなく、実はあり

激減いたしました。

ますけれども、今日は葬儀屋さんの仕事の流れ、お葬

お葬式といえば、何百万円単位でお金がかかるイメー

式の流れを単純にご説明させていただきたいと思いま

ジから「積み立て方式の会員になっておこう」という

す。

人が昔は多く見受けられましたが、現在では積み立て

当然、人が亡くなられたら一報が入ります。葬儀屋

をするほど費用もかかりませんので、少しずつそんな

さんの最初の仕事というと、ご遺体の搬送業務があり

人も減ることと思います。

ます。人が亡くなってお身内の関係者などから連絡が

私の考えはズバリ、リーズナブルなのに立派で、真心

入ると寝台車でお迎えに病院へ行きます。そして自宅、

がこもっていて、お洒落で素敵なお葬式がこれからは

いまは各会場に安置室がありますからご自宅に連れて

当たり前になります。とおり一遍のお葬式や形式的な

行けないという方は安置室の方にお連れできます。

お葬式、礼儀だけに捕らわれてきちんとお別れできな

私は今年で勤続 28 年目になるのですが、入社して

いお葬式はそろそろ止めにしたいのです。

２年ぐらいしてようやく上司から「そろそろお前も１

ご家族皆様の心に寄り添ってお葬式を進めさせていた

人で、１本で、搬送から全部やってみろ」という指示

だきたいと思っております。

をいただき、25 年前ぐらいに忘れもしないですけれ

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

ども搬送業務に初めて行きました。いまの日赤病院は

（ビデオ上映終了）

新しいですが、25 年前ですから古い日赤病院さんの
時で、その霊安室は畳の部屋の霊安室だったのですけ





れども、小高い木で作られたベッドがあり、そこにお

あのようなことをします。ご遺体のお身体をきれいに

爺ちゃんが寝かされていて、15 人くらいのご家族さ

整えて、着物を装着させて、お顔剃りをして、女性で

んが泣いておられる所へ私が行き、ウチから持って

あれば死化粧を施して、棺の中へ入れて安置させてい

いったストレッチャーにそのベッドから移動をしなけ

ただきます。

ればいけないのです。年配の婦長さんが頭の方を持っ

その納棺の業務が終わってやっとお通夜の儀式、葬儀

てくださって、足の方を若い細身の看護師さんが持っ

の儀式ということで、式の進行、セレモニーに入って

てくれるということで、私は初めてですからまごまご

いきます。お通夜が始まる時のお寺さんのチーンとい

していたら婦長さ

う「おりん」の音を聞くと、われわれ葬儀屋さんは「よ

んに「葬儀屋さん、

うやく無事にお通夜が始まった」と、安心するという

なにやっているの。

かホッとする時でございます。

早く腰を持って上

葬儀は、20 年くらい前は、町内会さんが集まって

げてください」と

お手伝いをすることが慣例でした。町内会長さんが葬

怒られました。僕

儀委員長をお引き受けして、挨拶で故人の経歴などを

はもう遺体に触れ

述べるのが慣例だったのですけれども、最近はホール

ることも初めてですから、
「はい、分かりました」と言っ

のスタッフが略歴を紹介し、葬儀委員長の代行挨拶を

て、足の方を持っている若い看護師さんの後ろに回っ

させていただく業務も増えてきておりました。

てその看護師さんの腰を持ってしまいました。本当に

昔、町内会長さんが葬儀委員長をやった時のちょっと

こういうことがあるのです。私にしてみれば本気で「大

不謹慎な面白いことがありました。町内会長さんが葬

丈夫ですか」と、持って。そうしたら、婦長さんに「そ

儀委員長やり、故人の略歴を紹介します。お参りに来

の腰じゃないでしょ」とこってり怒られました。先ほ

ていただいたお礼を述べ、故人の趣味特技などをご説

どまで泣いていたご家族さんも肩を揺らしてクスクス

明するわけです。その時に「亡くなったお爺ちゃんは、

笑われて、その後のお通夜は本当にやりにくかった思

昨夜、夜中に心臓がグッときて心筋梗塞で帰らぬ人と

い出があります。

なられたわけです」とそのように挨拶をする予定だっ

その搬送業務が終わりましたら、ご自宅に着いて仏様

たのでしょうが、「昨夜、夜中に心臓がグッときてお

を寝かせて、そして枕飾り業務です。それぞれの宗派

爺ちゃんは近親相姦で帰らぬ人となられたわけです」

に合わせて、お寺さんなり、神主さんなり、牧師さん

と。「心筋梗塞」と「近親相姦」、間違いやすいとは思

なりがお参りできるようにきれいに飾り付けをしま

いますけれども、ちょっと言葉を間違えると会場がざ

す。

わめくわけです。言った本人は気付いていなかったみ

そして、お葬式の打ち合わせです。信仰宗派などを聞

たいですけれども。ごめんなさい。これは会報 ××

き、日程・式場・お葬式規模、家族葬でやるのか一般

にしておいてください。

個人葬でやるのか、あるいは社葬でやるのかをきちん

もうひとつ、町内会長さんが故人の趣味・特技の話に

と決めていくわけです。

なった時に、ご主人が亡くなられた喪主の奥さんがこ

そしてご遺体の管理です。これはドライアイスなどを

こにいて、
「ご主人は、本当に趣味が多彩な方でスポー

利用してご遺体保存に気を配って管理などをします。

ツ観戦、パークゴルフ、そしてカラオケもたしなみ、

現在では本物のドライアイスも利用しますが、こうい

やっぱり一番の趣味は日曜日の仕事が休みの時、庭の

う板になっていて体に抱かせるといまの暖かい時期で

手入れと浮気でした」と「植木」を「浮気」と言って

も１週間くらいはあまり仏様の状況が変わらずに管理

しまいました。その時、隣の奥さんが怒らないで「ク

できる商品があります。「スーパーコールドＸ」とい

スクス」笑っていたので強ち間違いではなかったか、

う優れものをウチは５機持っていて、それでご遺体の

とそんなこともありました。チョイチョイこんないろ

管理を整えています。

いろなエピソードがあります。

それが終わりましたらいよいよ祭壇設営です。いただ

最後に火葬場へ行って荼毘に伏して、お骨となった体

いた金額に合わせて壇を組んで、そしてお花を生けて

をお骨箱へ収める収骨をして、ご家族様の手元にお渡

飾っていきます。昔、地区会館やお寺さんの会場をお

しして葬儀屋さんの仕事がだいたい終了するわけなの

借りして、下から組み立てていたことが多かったので

です。

すけれど、最近はほとんど自前の会場で行うと最初か

どんな仕事でも同じこととは思いますけれども、仕事

ら壇が組まれているので、仕事がだいぶ楽になったと

がスムーズに流れることはなかなかなくて、大変だな

思います。

と思うこともあります。

次に納棺・湯灌の儀式の業務です。これはどうでしょ

それは特に、人の亡くなり方は様々です。ご病気で亡

うか。15 年くらい前の「おくりびと」という映画を

くなられる方が一番多いですけれども、例えば癌・肺

見たことがある方がいると思いますけれども、まさに

炎・脳梗塞・急性心臓死・肝硬変・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎、





なにか恐ろしいがイメージがありますけれども劇症肝

が人間にとって一番心地の良い形であると言えます。

炎、そして各感染症。いまではコロナもありますので、

つまり先ほど言った湯灌の儀式はお釈迦様の涅槃象を

われわれにとっては恐ろしい感覚を持って、そして慎

元に執り行うことで、亡くなられた本人が少しでも心

重にお仕事を遂行させていただかなければならなりま

地の良い形で眠りに付けるように家族が気持ちを込め

せん。

て行うことが一番大切なわけです。

また、事故で亡くなられる方は当然いらっしゃるわけ

難しく考えることはないのです。例えば「お爺ちゃん、

であります。交通事故・火災事故、そして釧路は漁師

ゆっくり温かくして寝るのだよ」そんな言葉を子ども

町ですから水難事

たちやお孫さんたちが、お爺ちゃんの膝を摩りながら

故、船舶死が多いで

声をかけているのを聞くと、そんな時は葬儀屋さんが

すね。災害、それか

一番「ホッ」とする時かもしれませんね。

ら自慰自殺です。

ですから、「昨日、俺は北向きに頭を向けて寝たら変

葬儀屋さんはなにが

な夢を見ちゃった」と言う人がいますけれども、それ

大変かというと、被

は先入観ですね。「人が死んだら、北に向ける」と覚

害者の方と加害者の

えてしまっているからです。でも、それは誤りです。

方が出てきてしまうこのお葬式。間に入る時、一番重

北に向けて寝ることは、お釈迦様が自分の身体もって

たい空気の中で全てのことをきちんとお葬式を組み立

教えてくれた「一番、人にとって眠りにつきやすい寝

てて行かなければならないので、このような時には本

相だ」ということです。

当に慎重に一生懸命やらせていただかなければならな

奈良県の法隆寺の五重塔の中にある涅槃像です。皆さ

いのです。

ん、これはちょっと形が違います。お釈迦様の後ろ側

殺人死も当然あるわけです。実際に私が施行させてい

が北です。頭は西に向いていて、顔が南に向いて、足

ただいたお仕事だったのですけれども、刺殺暴行事件。

が東を向いているのです。さらに手はそっと手前の弟

老人の殺人というか、娘さんによる年金欲しさの老人

子に差し伸べ、徳を伝えておられる。そして回りには、

放置です。息をしていないことを知っていて、冬なら

沙羅双樹などがなくて、「泣き仏」といわれる像、弟

良かったのですけれども夏場にベッドに寝かせたまま

子たちが描かれてお釈迦様の涅槃を悲しんで泣いてい

２カ月間放置してしまった。翌日の葬儀の時に警察が

る様子が感じられる像です。これはなかなか撮影でき

来て、娘さんが連れて行かれてしまったこともありま

ないのですけれども、パソコンでたまたま出て来たの

した。

で、ご紹介をさせていただきました。こんな涅槃像も

人には、いろいろな亡くなり方がありますけれども、

描かれています。

ひとり一人にきちんと人生があり、その人生を重たく

いずれにしてもお釈迦様は最後まで人々のためにお説

深く考えながらひとり一人を送ってあげたい、私たち

法をくださいまして、自分の身体をもってして安らか

はそんな気持ちで仕事をさせていただいている次第で

な眠りの形を人々に教えてくださったというわけで

す。

す。

少し神妙な話になってしまったので、次に福岡県にあ

あっという間に時間が過ぎるのですけれども、最後に

る南蔵院というお寺のお釈迦様の「涅槃（ねはん）像」

今日のテーマで『「息を引き取る」ということの意味』

です。少し説明をさせていただきます。頭を北に向け、

を説明させていただきたいと思います。

右の肘を立て、右手で頭を支え、面（つら・顔）を西

お医者様に聞いてみた人がいるのだそうです。「人は

に向けて眠りにつく、左の胸をやや斜め上に上げて、

死ぬ時、果たして息を吐いて死ぬのですか。それとも

胸元が圧迫されずに心地の良い姿で休まれた。仰向け

息を吸って死ぬので

になっていないので、喉がほどよく空気を吸い込める

すか」と。そうした

状態で、飲み物も飲みやすい状態。

らお医者様は「医学

言い伝えでは、お釈迦様の後ろに、沙羅双樹（さらそ

的に、肺に溜まった

うじゅ）の木々が頭の方に２本〜４本、足の方にも２

僅かな気泡を吐いて

本〜４本咲いており、涅槃時（お釈迦様が亡くなられ

死ぬのです」と言わ

たその時）、頭の方の沙羅双樹は悲しみの色・白へと

れたそうです。「で

変色したと言われております。胴体から上の方ですね。

は、父が残してくれたその僅かな息を私はありがたく

そして足の方の沙羅双樹は、お釈迦様をこれからお浄

吸って生きていきます。父の息を引き継いで、父の息

土へ送るための金銀彩り鮮やかな色へと変色したと。

を大切に引き取って頑張って生きていきたいと思いま

そして白の四華は枕四華、金の四華は送り四華と言わ

す」と、言った方がいらっしゃるそうです。昔の人が

れるようになったわけです。

残した言葉というのは、本当にありがたく感じるもの

涅槃象は、お釈迦様の入滅時のお姿であり、この寝相

です。





私自身は、本当にどうしようもない人間なのですけ

ざいました。ありがとうございます。

れども、この仕事に就いて『息を引き取る』という言
葉の意味を知った時、自分も頑張って生きていこうと

会長謝辞

舟木

博会長

思うことができました。先ほども申し上げましたけれ

請川会長におかれましては、ご多忙の中、当クラブ

ども、私は 25 年前に博善社の創立者であります祖母

にご講演をいただき

を亡くしました。そして友人も数人が亡くなって、５

誠にありがとうござ

年前には自社の恩師を立て続けに２人亡くしてしまい

いました。コロナ異

ました。きっとこれからも自分が生きている以上、大

変のために葬儀の仕

切な人が先に亡くなったら私はその大切な息を少しで

様から形式まで、大

も引き取って生きていくことになると思います。そし

きな変化に見舞われ

ていつかは、私自身のこの「息」を誰かに引き取って

大変な時間をお過ご

もらって死んでいくわけです。息を引き取られるにも、

しされていることと推察いたします。本当にご苦労様

息を引き取るにも、一言「ありがとうございます」と、

です。

そんな言葉が胸にいっぱいに湧いてくるわけです。
平成５年から今年で 28 年目の葬儀社の勤務になり

個人的なことになりますが、私の両親と妻の葬儀で
博善社様には大変お世話になりました。心温まる対応

ますけれども、人が息を引き取るというこの言葉の意

にこの場を借りてお礼申し上げます。

味がどれだけ深くて重いことなのか、これからもよく

今日は聞いていて自分の両親、それから妻の葬儀のこ

考えて、そしてよく学びながら葬儀屋さんの仕事・勤

とを思い出しました。本当に人の人生というものは突

務をしていきたいと思っております。

然亡くなって、そしてまたその悲しみは 5 年・10 年

先ほど、言いました稲川潤司さん系のお話も、厚か

と続くものだと思っております。その時、お医者さん

ましい話ですけれど別の機会があればお話をさせてい

もそうですけれど、葬儀屋さんの対応はずっと心に残

ただきたいと思います。

ります。

今日は葬儀の流れとお釈迦様の涅槃像について、そし

私は、社長の北谷さんをよくご存じなのですけれど、

て『息を引き取ること』の意味を少しお話させていた

北谷さんとはウチのおふくろからの付き合いなのです

だきました。

けれど、もう亡くなって 15 年以上経ちますけれどい

こうして私が訪問させていただくことが、まだコロナ

まだに花を持ってお参りをしていただいています。今

で分かりませんけれども、10 月、11 月に「表敬訪問」

日、どういうわけか博善社さんが来られたこと、これ

という形で来させていただけるかもしれません。どう

も縁かなと思っております。このような仕事で一生懸

か皆さんも釧路西ロータリークラブにメークアップな

命活躍され、そしてまた本年度釧路西ロータリークラ

どで気軽に遊びに来ていただけることがあれば、それ

ブの会長としてご活躍されることをご祈念していま

に勝る幸せはないとそのように思っております。

す。

大変とりとめのない話になりましたが、本日は長時間

本日は、誠にありがとうございました。

に亘りましてご静聴いただきまして誠にありがとうご

本日のニコニコ献金
■小野寺

俊君

10 ヶ月ぶりに 2 度目のホールインワンをしました。
今年度累計

121,000 円
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会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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
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クラブ会報雑誌委員会

月間テーマ

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

嵯峨記念育英会 奨学生紹介（担当：嵯峨記念育英会委員会）

次週例会

ガバナー事務所慰労会（担当：理事会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

■ソングリーダー：五十嵐正弘君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

嵯峨記念育英会 奨学生：邉見 光留君、吉野 風花さん、舛潟菜々子さん、
その他保護者 2 名、教職員 1 名

会長の時間

舟木

博会長

なったと言われております。一番古い碁盤は、前漢の

皆さん、こんにち

皇帝・景帝陽陵で発見されております。これは作業員

は。食事の方はどう

が使っていた物と言われておりまして、約 2000 年前

ぞ遠慮しないで続け

には庶民にゲームとして普及していたと思われます。

てください。本日は、

また碁石は、宋や栄の時代の物が現在にも残っており

私の趣味の話をさせ

ます。紀元前には囲碁のことを「弈」（えき）と申し

ていただきます。

ておりました。弈という字は難しい字なのですが、春

実は、趣味の中で囲

秋戦国時代の孔子や孟子にも弈の記載があります。

碁が大好きなので

囲碁は兵法にも類似しているということで、だんだん

す。最近、将棋の世界では藤井聡太君が大きな話題に

重視されるようになりました。また、三国志に出てく

なっておりますが、囲碁界では芝野虎丸君という青年

る曹操・孫策など有名な武将も囲碁を嗜んでいたと言

が話題になっております。彼は若干 20 歳、囲碁タイ

われております。また、劉備玄徳の将軍であった関羽

トルの名人戦・王座戦・十段位を獲得して現在活躍中

は、矢傷を負った際に碁を打ちながら手術を受けたほ

です。釧路でもプロを目指す 11 歳の伊東信義君が数

ど碁が好きだというエピソードが伝わっております。

多い大人の中で釧路地区の囲碁のチャンピオンになっ

この時代は 17 路盤といって今の 19 路盤に比べると

ております。彼はいま、
「プロを目指して、東京に行く」

やや小さいものでした。また石も四角や卵形の少し変

と言っています。

わった形になっております。

また、囲碁の中で驚くことは、ＡＩによって世界の囲

囲碁は唐の時代に急速に発展して、皇帝の専属棋士が

碁チャンピオンがコンピューターソフトの『アルファ

養成され、宋代・元代・明代と多くの書籍が出版され

碁』に負けてしまったことです。ＡＩの技術により囲

て、明代には「賭け碁」が流行り、禁棋令が発令され

碁の世界も人間の手を離れて神の領域まで進んでし

たほどです。

まって、もうすでに人間は機械に勝つことができない

一方、日本では囲碁が遣唐使に加わった吉備真備に

状態になっております。

よって伝えられたと言われております。大宝律令や隋

それでは、古い囲碁の話をします。囲碁の起源は中国

書の倭国伝に碁の記載があるので、実際はさらに前に

の占星術の一方法が変化して、精錬されて今の形に

から伝わっていたのではないかと思われます。奈良時





代には碁が盛んに打たれていたようで、奈良の正倉院

ただいた高校１年生の時から変わらず、世界で活躍で

には当時の碁盤が納められております。

きる建築士になるという目標を持ち、３年間勉学に励

平安時代では貴族の嗜みとして好まれ、枕草子や源氏

みました。

物語の中にもしばしば碁の描写が登場しております。

夢に向かって新たな環境でも努力します。新型コロ

紫式部と清少納言が碁を打ちながら話し合っている姿

ナウイルスの影響で皆さまに直接、卒業と進路につい

を想像するだけでも楽しくなります。室町時代になる

てのご挨拶ができなかったことをとても残念に思いま

と公家・僧侶にも愛好され、さらに武家や庶民にも広

すが、コロナウイルスの一刻も早い終息と皆さまのご

がり、戦国時代には武田信玄をはじめ、織田信長・豊

健康をお祈り申し上げます。

臣秀吉・徳川家康も碁を打っていたようです。

３年間ご支援をくださったすべての方々に心よりお礼

話は現代に戻りますが、囲碁は世界中に広がり愛好家

申し上げます」

はずいぶん増えております。アメリカでも約 20 万人、
ロシアでも 10 万人、ドイツでも５万人と増えており
ます。1982 年に国際囲碁連盟ができて、2015 年に

釧路江南高等学校３年

松金

真菜さん

「本日は出席できず誠に申し訳ありません。３年間の

は 75 カ国が参加しております。最近では海外の人と

高校生活は、入学当初に想像していたよりとても短く

もインターネットを通じて気軽に対局ができるように

感じられました。新しく出会った友人とたくさんの良

なりました。

い思い出を作ることができました。

またロータリーでは会員による囲碁の全国大会が毎年

また、自分自身の将来について悩むこともありました

開かれており、ロータリアンが参加して友情を深めて

が、４月から社会人として働くことになりました。こ

おります。囲碁に興味のある方はぜひ覚えて参加して

れまでの経験を生かすとともに、さらなる成長を遂げ、

ください。

誰かの役に立てる存在になりたいと考えています。

最後になりましたが、囲碁は皆さまの右脳を鍛えて、

こうして無事に卒業を迎えられているのも皆さまの支

老後のボケ防止になりますので大いに役立ててくださ

えのおかげです。心から感謝申し上げます」

い。静聴ありがとうございました。
武修館高等学校３年

多田ひよりさん

「高校生活の思い出と今後の抱負。私が３年間の高校
■

本日のプログラム ■

嵯峨記念育英会 奨学生紹介

生活を通して一番印象に残っている出来事は部活動で
全国大会に出場したことです。休日も熱心に練習に取
り組み、目標であった大会に出場でき、とても嬉しかっ

嵯峨記念育英会委員会

菅原

顯史委員長

委員長の菅原で

たです。また、高校生活最後の年に出場できたという
ことで、とても良い思い出になりました。

す。本日はよろし

春から大学生として新しいスタートを迎えます。大学

くお願いいたしま

では私の目標である看護師を目指し、日々学習に取り

す。本日は奨学生

組んでいきたいです。また、大学卒業後は看護師とし

の紹介例会ですけ

て国際的な活動に参加し、世界の人々の健康の維持・

ども、今年の３月

増進に貢献できるように活動をしていきたいです」

12 日に予定してお
りました卒業報告

お三方からこのようなメッセージを頂戴いたしまし

例会がコロナによる緊急事態宣言発令のため中止とな

た。このお三方はご自分の将来に向かって一生懸命に

りましたので、その例会も兼ねております。

頑張っていくことと思います。皆さんでエールを送っ

そのため、新入生紹介の前に奨学生からのお礼のメッ

ていただきたいと思います。それでは、新奨学生から

セージを預かっておりますので、私が代読をさせてい

のご挨拶を頂戴したいと思います。

ただきたいと思います。

本日は当初４名の方の予定でしたが、１名の方が欠席
となられております。１名の方は釧路東高校の福原せ

釧路湖陵高等学校３年

府金未紗さん

りかさんです。

「釧路ロータリークラブ様。まず３年間、釧路ロー

それでは３名の方にご挨拶いただきます。皆さん、優

タリー嵯峨記念育英会の奨学生として過ごし、充実し

秀で将来が期待できる方々でございます。お一人ずつ

た高校生活を送らせていただいたことに感謝申し上げ

ご紹介させていただきますので、お名前を呼ばれた方

ます。

はご登壇をいただき、ご挨拶をお願いいたします。

私はこの春から日本大学理工学部海洋建築工学科に
進学いたします。奨学生として初めてご挨拶させてい





北海道釧路湖陵高等学校１年

邉見

光留さん

私はこの高校３年間をとおし、学習面はもちろんのこ

こんにちは。釧

と生活面、さまざまな人との交流の場面においても積

路湖陵高校の邉見

極的かつ素直に学びを吸収し、時には先輩や先生方の

光留です。これ

言葉も真摯に受け止めながら希望を持って充実した学

からの２年半の高

校生活を送っていきたいと考えています。

校生活では部活動

そして夢を叶え、多くの人々を笑顔にできるよう、精

と学業の両立を中

一杯努力していきます。よろしくお願いいたします。

心に、将来に向かっ
て精一杯努力して

新奨学生への激励のご挨拶

いきたいと思います。そして、３年間の高校生活の成
果を皆さまにお見せできるよう努力するので、皆さん、
応援よろしくお願いします。

吉田

潤司

嵯峨記念育英会理事長

皆さん、こんにち
は。奨学生のみなさ
ん、こんにちは。

北海道釧路江南高等学校１年

吉野

風花さん
皆さん、こんにち

いま素晴らしい挨拶
を聞いていて、私は

は。釧路江南高校の

数十年前、高校生

吉野

風花です。私

だったのですけど、

は江南高校で文武両

その時のとはずいぶ

道を目指して頑張り

ん差がある素晴らしい挨拶ができることに本当にびっ

たいと思っていま

くりした次第です。

す。将来、看護師に

これからの高校生活を楽しんでいただきますと同時

なりたいと思ってい

に、一生懸命頑張っていただきたいと思います。人間

るので勉強では１日１日を大切に、あとで後悔しない

の持っている能力というのは、基本的にはほとんど変

ようしっかり取り組んでいきたいと思います。また、

わりないと言われているのです。あるのは努力の差と

得意教科を磨くだけではなく苦手な教科も克服できる

言われています。努力をした者が伸びていく、そして

ように頑張りたいと思います。

絶対的な努力をした人が頂点、上のほうに立っていく、

部活では小学校からやってきたバレーボールに力を入

と言われているのです。

れていきたいです。みんなで１つの目標を達成するた

ですから、何でも努力することがすごく大事です。

めに頑張ることが私はとても大好きです。なので、み

クラーク博士の「少年よ、大志を抱け」という話があ

んなと力を合わせて今年の目標を達成できるよう頑

ります。これは清水先生の母校ですが、あの話の中に

張っていきたいと思います。

も「努力せよ、そして大志を抱け」と書かれていると

勉強・部活をともに励み、将来に生かせるような充実

聞いております。ぜひ、頑張っていただきまして、素

した高校生活を送りたいです。

晴らしい大人になっていただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

選考した時のことを思い出します。今日こうして見ま
して、たくさんの方が応募されました中で、ああいい

武修館高等学校１年

舛潟菜々子さん

人を選んだなと思っております。頑張ってください。

皆さん、こんにち

せっかくの機会ですから、これは毎回例会の時に育英

は。武修館高等学校、

会の話をしているのですが、１年経ちますとかなりの

舛潟菜々子です。こ

方が入ってきますので、育英会の歴史について少し話

の度は嵯峨育英会の

させてもらいます。奨学生の皆さまにはパンフレット

奨学生に選出してい

がありますので、お帰りになりましたら育英会はどう

ただき、誠にありが

いうものかを読んでいただいて知っていただきます。

とうございます。

いつまでも育英会の尾を引くことはないと思います

私の夢は病気に苦し

が、一時期、こういうことあったのだと思っていただ

んでいる人々を一人でも多く救うことです。そして、

きたいと思います。

近年、今まで人間が担ってきた仕事がＡＩなどに取っ

最初に基本的なところで。多くの方が間違っている

て代わり、医療現場にもさまざまな最新技術が導入さ

ところは「釧路ロータリークラブ嵯峨育英会」と言う

れてきています。そのような時代だからこそ、データ

方がいるのです。正式な名称は『釧路ロータリー嵯峨

や病気そのものを診るのではなく人の心に触れ、向き

記念育英会』です。これは後ほどお話ししますが、
『嵯

合うことができるように成長したいと考えています。

峨記念育英会』がロータリーに移管された時に「釧路





のロータリークラブの北・南・東、いろんなところが

金を作る本は全くなかった時代です。昭和 36 年 12

一緒に運営してもらいたい」ということで、その中か

月６日に『財団法人嵯峨青少年育英会』を非常に苦労

ら理事が出て運営していたのです。ですから『釧路ロー

して作り上げました。その後、昭和 47 年に理事長の

タリー嵯峨記念育英会』という名前だったのです。

嵯峨晃さんが突然東京で亡くなったのです。

その後、釧路クラブが中心となってやってきたもので

清水先生に聞いたことがあるのですが、嵯峨晃さんは

すから、いつの間にか他のクラブの人も「これからは

非常にいい男だったみたいで、スターで、例会でも三

釧路ロータリークラブでやってください」ということ

つ揃えの背広を着てポケット瓶のウイスキーを飲ん

で、今は釧路ロータリークラブが運営しております。

だ、そういう人だったみたいですが、亡くなってしま

ですけど、基本的には『釧路ロータリー嵯峨記念育英

いました。

会』が正式な名前です。ここだけ覚えていただきたい
のです。

その後、紆余曲折しながら育英会を運営していたの
ですが、うまく運営できなくなり、昭和 50 年、釧路

それから、釧路ロータリークラブと『公益財団法人

ロータリークラブが 50 周年になった時に嵯峨家から

嵯峨記念育英会』は全く別組織なのです。公益法人に

「釧路ロータリー、管内のロータリークラブに運営を

なりましたから、かなり監査が厳しくなって、毎年１

移管したい」ということで今日までずっと続いて、そ

回、道の監査を受けます。いろんな厳しい監査を受け

の途中から釧路ロータリークラブが一括して受けるよ

まして、毎年、監査の時期になりますと西村君などが

うにしました。

本当に資料の整理をし直すくらい大変なのですが、公
益法人になってやっています。

私の調べた範囲では、平成 24 年頃では奨学生が
160 人前後、給付したお金は 5，000 万円から 6,000

『嵯峨記念育英会』の嵯峨についてです。嵯峨漁業部

万円位を給付しているのではないかと思います。

という会社の嵯峨久さん、釧路ロータリークラブの

当時からロータリークラブが育英会を持っている例は

チャーターメンバーだった方で、大変な苦学をして仕

あまり無い。最近はたくさん出てきました。今は釧路

事で大成功を遂げた方です。当時の釧路の漁業は、い

北クラブでもありますが、これだけ大々的に給付して

わゆる動力船がなくて、漁で沖に出た時に嵐に遭って

いるのは少ないのではないかなと思っています。それ

遭難がたくさんあって、
「釧路にも動力船を入れなきゃ

が今日まで続いているのです。

駄目だ」ということで、動力船が入ってきたのが一番

そういう長い歴史と伝統のあることを奨学生の皆さま

大きなことだったのです。それと、当時は岸壁という

には覚えていただきまして、頑張っていただきたいと

のはなかったのです。沖から着いた船から陸に物を揚

思います。

げるのが大変だったので、そこで嵯峨岸壁を造りまし

非常に雑ぱくな説明でしたが、この育英会は嵯峨さん

た。これは川合さんの会社の近くに「今でも嵯峨岸壁

の思いで作られて、その意思を受け継いで釧路ロータ

が残っている」と川合さんから聞きました。この岸壁

リークラブが現在も運営して今日までやってきていま

を造った、釧路の漁業の神様と言われた嵯峨さんが仕

す。

事に成功した後に「何とか青少年のために奨学金のよ

どうもご清聴ありがとうございました。

うなものができないか」と考えたのです。
でも、この嵯峨さんは昭和 36 年に突然亡くなったの

嵯峨記念育英会委員会

です。その後を継いだのが嵯峨晃さん。嵯峨晃さんは

吉田理事長、ありがとうございました。当育英会は奨

まだ北海道が 350 地区と言われたときのガバナーで、

学生の皆さまの充実した高校生活が送れるようにご支

嵯峨晃さんを知っているのはこの年に入会された清水

援してまいりたいと思っています。

先生と、若い頃から入会されていた泉先生の２人です

新奨学生の皆さまに大きな拍手をお願いいたします。

けども。

新奨学生の皆さまにご退場いただきたいと思います。

菅原

顯史委員長

嵯峨晃さんがお父さんの意思を継いで育英会を作り

木下ＳＡＡを先頭によろしくお願いいたします。皆さ

たいというのですが、東京で米山奨学会ができたのは

ま、拍手でお送りください。よろしくお願いいたしま

その９年くらい前で、当時は電話も交換手がいなけれ

す。

ば市外通話ができない時代に、まして本屋さんに奨学

本日のニコニコ献金
■後藤 公貴君

当店「参久」を新装開店させて頂きました。また、すえひろ歩行者天国、無事終了
致しました。

■荒井

剛君

■佐藤 貴之君

先週末、開催された孝仁会杯で息子のチームが優勝し、最優秀選手賞を受賞しました！
息子の野球チームが全道大会に行く事になりました。
今年度累計

136,000 円
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2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

ガバナー事務所慰労会（担当：理事会）

次週例会

講師例会「我が国の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み」（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

■ソングリーダー：吉田

英一君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

舟木

博会長
皆さん、こんばん

年には経口ワクチンができました。
わが国では、1950 年〜 1960 年の間、流行が起こ

は。１カ月ほど前に

り社会問題となっていました。その時、子ども連れの

新聞を賑わしていま

お母さんたちが子どもを守るために、厚生省が認可と

したが、ロータリア

輸入を渋っていたポリオワクチンの認可と緊急輸入を

ンが頑張って皆さん

求めて全国から厚生省の前に押しかけて、警官がガー

から寄付をいただい

ドする扉をこじ開けて、ポリオワクチンの認可と緊急

て進めているアフリ

輸入を勝ち取りました。その後、ソ連から 100 万人

カの野生ポリオが絶

分のワクチンとカナダから 300 万人分のワクチンを

滅されました。

緊急輸入して、東京で接種したところ、その結果、瞬

本日は、われわれロータリアンが属している国際

く間に沈静化し全国に普及しました。この時には、ワ

ロータリー（ＲＩ）が 1980 年代からパートナー団体

クチンの認可は厚生省が出しておらず、無許可で接種

とともに取り組んでいる「ポリオ絶滅」についての話

したと言われております。本当に母親の力は強いと思

をさせてもらいます。古いメンバーには「耳にタコ」

いました。事件から 40 年後の 2000 年 10 月、ＷＨＯ

でしょうが、入会の浅いメンバーに簡単にお話をさせ

による日本を含むアジア太平洋州の 37 カ国の「ポリ

ていただきます。

オ根絶」を宣言いたしました。今回は 2020 年８月

『ポリオ』をいう病気は日本語では『小児まひ』と

25 日、アフリカ地域認定委員会・ＡＲＣＣがアフリ

言われて、われわれの世代では身近な病気でした。ポ

カ地域に「野生ポリオウイルスの根絶」を宣言しまし

リオは非常に感染力が強く、特に感染しやすいのは５

た。ＲＩはその１日前に発表をしております。この時、

歳以下の子どもです。「ポリオウイルス」は人から人

ＲＩホルガー・クナーク会長は、「この快挙はポリオ

へ感染し、もっとも多い感染は水を介した感染です。

のない世界に向けた大きな一歩です。しかし戦いはま

これによって子どもが体の「まひ」を起こしています。

だ終わったわけではありません。世界のポリオ根絶を

治療法はありませんが、安全なワクチン接種で予防す

実現するには、ロータリアンの会員と寄付者からの支

ることが可能です。

援、そして医療従事者による懸命な努力が必要とされ

ＲＩとそのパートナー団体は、これまで 25 億人以

ております。この世界に残っている地域はアフガニス

上の子どもにワクチンを投与する活動をしてきまし

タンとパキスタンだけになりました。アフリカ諸国と

た。『ポリオワクチン』は 1952 年に開発され、1961

同様に武装集団による危険地域でスタッフが殺害され





ることもあり、大変危険を伴う仕事となっておりま

思い起こせば、大成功に終わった「ＲＩ2500 地区

す」。現在、アフリカに残るのは、ワクチン由来のポ

大会」や各分区の「67 クラブ訪問」、そして各種の地

リオウイルスだけになりました。これは安全と言われ

区事業はクラブメンバー全員の力がなければ達成でき

る経口ワクチンから変異した稀なもので、免疫を持つ

ない素晴らしい出来事でした。メンバーを率いて活躍

少ない地域で広がる恐れもあります。ＷＨＯは、この

をした事務局の皆さんのこの経験は、次の釧路クラブ

ような感染をナイジェリア・コンゴ・中央アジア・ア

からのガバナー輩出の大きな財産になると思います。

ンゴラで多数確認しております。アンゴラでは 2001

皆さん、今宵は吉田ガバナー年度を思い出して、楽し

年にポリオは根絶しました。しかしながら 2005 年に

い会話と美味しいお酒を楽しんでください。

外国からウイルスが持ち込まれる事例がありました。

そして、最後にガバナー事務所で頑張っていただい

残念ながら人類は、ポリオウイルスのためにワクチン

た三ツ石さんに感謝を込めて挨拶をさせていただきま

由来のポリオを含め調査とワクチン接種がこれからも

す。

欠かせないことが分かりました。アフリカの野生型ポ
リオ根絶を喜んではおりましたが、ＲＩ会長のメッ
セージの意味を理解することができました。
ちなみに、われわれメンバーは「ポリオプラス寄付

乾杯挨拶

小船井修一

それでは、乾杯の
音頭を取らせていた

金」として１年間１人 3,240 円（30＄。1 ドル１０

だきますが、一言だ

８円で換算した場合）を支払っております。この寄付

けお話申し上げま

が有効に使われることを願って挨拶とさせていただき

す。

ます。ありがとうございます。

舟木会長から「次の

（点鐘）

パストガバナー

ガバナーを釧路クラ
ブから」というお話
■

でしたが、吉田ガバナー年度のお力によりまして「ガ

本日のプログラム ■

バナーの持ち回り」を地区のルールとして、地区規則

ガバナー事務所慰労会

親睦活動委員会

委員長

佐藤

貴之

という形で作りました。そういう中で、４つのブロッ
会員

クの中で４年に１度回っていくということなのです。

皆さま、こんばん

第７分区の場合は、北と釧路クラブとその他という形

は。本日の司会を仰

で順当に行けば 12 年後に誰かがガバナーになること

せつかりました親睦

をご覚悟いただいて、吉田年度で皆さまにお力をいた

委員会の佐藤です。

だいたご経験を活かしていただくことをお願い申し上

本日は『ガバナー事

げたいと思います。

務所慰労例会』と

また、三ツ石さん、本当に２年間ありがとうござい

なっております。ガ

ました。優秀なスタッフ・三ツ石さんのおかげで円滑

バナー事務所の閉鎖

に進んだことに感謝を申し上げ、皆さまで「お疲れさ

に伴い吉田潤司パストガバナーをはじめ事務所に携

までした」と、２年間のガバナー事務所が終わるとい

わった皆さまで慰労する夜間例会となっております。

うお祝いで乾杯をさせていただければと思います。よ

また、今までお勤めいただきました三ツ石弥菜子さん

ろしくお願いいたします。

が本日の例会が最後の出席となっております。皆さま、
三ツ石さんに一言お声をかけていただければと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、開会挨拶です。開会のご発声を舟木博会
長よりお願いいたします。

吉田

潤司パストガバナー

皆さん、こんばん
は。懐かしい写真を
見て、本当にいろい
ろなことがあったの

開会挨拶

舟木

博会長

皆さん、こんばんは。本日は『ガバナー事務所慰労

だなと思いました。
写真の中で、私は何

会』ということで、2018 年８月 30 日より 2020 年

となくつつがなく順

６月 30 日までの長期にわたりわが吉田潤司直前ガバ

調にやったのですけ

ナーを支え続けた仕事が終了しようとしております。

れど、地区大会で大失敗をしたことを皆さん知ってい

長い間、ガバナー事務所を支えたスタッフの皆さま一

ると思いますけれど、点鐘をした時に空振りをしてし

人一人に心から感謝とお礼を申し上げます。本当にご

まった「あの写真」が出て来るのではないかと思って

苦労さまでした。

心配をしましたけれど、出て来なくてホッとしており





ます。

そのように言われています。それから会長経験者であ

私がガバナーノミニー・デジグネートとなりました

ること。ひとつ、または複数のクラブに７年間在籍し

のは、2015 年の 12 月ですから、それから約３年半、

ていればガバナーノミニーの資格はあります。決して

地区のクラブの皆さまには、随分とお世話になりまし

ガバナー補佐をやるという条件はありません。ですか

た。またガバナー事務所ができて約２年間、わがまま

ら釧路クラブにいる歴代の会長は皆さんガバナー候補

な私によく木下君も付いて来てくれたと思います。ウ

です。それは、先ほど小船井さんが言いましたとおり、

チの奥さんに話したら「アンタ、木下さんが『辞める』

これは 12 年後か、下手をすると６年後には釧路クラ

と言うのではないの」というくらい、私もいろいろと

ブから出さなければなりません。

言っていましたけれど、本当にお世話になってありが

私はパストガバナーに「ガバナーになると、全く別の

とうございました。

世界が見られる」と言われました。確かに別の世界が

また、多くの役員の方にもたくさんお世話になって、

ありました。やっぱり素晴らしい世界があるなと思い

三ツ石さんも一期一会でいつか分かれなければいけな

ました。この世界をぜひ味わっていただきたいと思い

いのですけれども。私は今日事務所へ行きまして「三

ます。世界に五百数十人のガバナーがいます。そして

ツ石さん、外で会ったら『どこかでお会いしましたよ

友だちにもなります。いろいろなことを知ります。ロー

ね』とだけは言わないでちょうだい」と言っておきま

タリーの偉大さを知ることもできます。そういうこと

した。これも疑問符が付くかもしれないですけれど。

で、指名をされましたらぜひ受けていただきたいと思

でも後半、コロナがありました。私は同期のガバナー

います。

の中では大変幸せで、ほとんどの行事を順調にできま

釧路クラブにガバナーの結構複雑な歴史がありますの

した。「地区大会」も全部できました。地区大会がで

で、かいつまんでお話をします。釧路クラブのチャー

きなかったガバナーは本当にかわいそうだと思いま

ターメンバーに滝本庄蔵さんという内科医の人がいま

す。

した。清水先生はご存じかと思いますけれども、この

また、「ＩＭ」ができなかったことで、私も残念だっ

方が釧路クラブから札幌ロータリーに転籍されてから

たですけれど 2500 地区のガバナー補佐の皆さんは大

ガバナーになりました。釧路クラブの関係者としては、

変残念だったのではないかと思っています。これは同

この方が第１号のガバナーだったのです。この時はま

情というわけではありませんけれども、本当に私自身

だ東北・北海道が１地区だったですから、かなり広い

も申し訳ないという気持ちです。

地区でのガバナーでなかなかできることではなかった

コロナがありまして、順調に終われたような、終わ

です。

らないような感じでしたけれど、今日はバッジをたく

その後、1961 年に丸三両角の社長の両角さんがガバ

さん付けて来ました。これが私の地区のバッジです。

ナーになりました。この後に釧路北クラブに転籍をさ

これはもう二度と付けることはない物ですから今日あ

れていると思います。その後、1965 年に嵯峨晃さん

えて持って来ました。こっちが今年「ロータリー

がガバナーになっております。このあたりまで順調に

100 年」のです。今年の 10 月に東京で大会がある予

きていますけれども、この後から釧路クラブのガバ

定だったのですけれど、先ほど小船井さんに聞きまし

ナーに対する苦難の歴史が少しあるのです。

たら「来年に１年延びた」ということですから、それ

1977 年に釧路トヨタの社長だった柳田一さんがガバ

もまた楽しみにしております。

ナーに指名されました。でも、この方が病気で辞退し

そこで、ガバナーとはなにかを皆さまにお話をしま

ました。肺ガンになって亡くなってしまいました。そ

す。私を誰かに紹介をする人は「この人がいま一番偉

の後 1981 年に清水先生がガバナーになりました。で

い人だよ」とよく言うのですけれど、偉くもなんでも

すから嵯峨さんがガバナーになってから 16 年もかか

ないのです。ここだけは皆さん誤解をしないでくださ

りましたけれども、途中に柳田さんがガバナーになる

い。

予定だった。その後、釧路クラブからガバナーを出そ

ガバナーというのは、ＲＩの理事会の意向を正しく地

うということで、1986 年に釧路ガスの両角靖二さん

区に伝えて指導し、地区を繁栄させるために指導・助

がガバナーノミニーに指名をされました。けれども、

言をする係で、会社でいうと監査役と営業推進部を１

奥様が病気になって残念ながらガバナーを辞退しまし

人の人間が請け負って、2500 地区 67 支店を回るよ

た。2002 年にいよいよ待望の小船井さんがガバナー

うな役割で、決して偉くないものでごくごく普通で、
また７月１日からはごく普通の人に戻りました。

になりました。これは亡くなりましたかわぐちさんが
「釧路クラブからガバナーを出さなきゃならない」と

ガバナーになるにはどんな条件がいるのかといいます

いうことで、私もこの年はなんとかしようと。という

と、ガバナーノミニー・デジグネートに立候補する時

ことで小船井さんをガバナーになりました。

の条件としては、ロータリアンとして瑕疵がないこと

その後に 2011 年にお医者さんの久島先生がガバナー

です。いわゆる人物的にも、私がどうかは別としても

に立候補しました。お医者さんがガバナーになるため





には、代診の絡みが大変だったので、全てを準備して、

１日もなかったことです。ものの見事に晴れまして、

ガバナー事務所にも問い合わせたら「誰も立候補する

どこへ行きましても、利尻富士も見ましたけれど、
「こ

人がいない。大丈夫だ」ということで出たのですけれ

んなにきれいなことはないですよ」と言われました。

ども、残念ながら横やりが入り落選しました。そうい

そのようなこともありまして楽しかったと思っており

うことがあったのです。その後 2014 年に私も一度立

ます。

候補をしましたけれども、私はいろいろな事情があっ

いまは、この楽しかったことを財産として、私１人が

て「ダメだ」と言われました。普通、一度落ちた人は

楽しんではいけないものですから、これからも少しク

次にやる人がいないのです。でも私はやってしまいま

ラブの皆さまにお返しができればお返しをしたいと思

した。

います。

ということで、釧路クラブはガバナーが少ないようで

皆さん、本当に３年間ありがとうございました。

すけれども本当はガバナー候補がたくさんいる宝庫
だったのです。先ほどお話ししたとおり会長経験者が

五明

正吉地区事務局長

たくさんいますし、どなたがやっても素晴らしいガバ

こんばんは。ガ

ナーになれると思いますので、ぜひお願いしたいと思

バナー事務局の事

います。

務局長として約２

私がガバナーになった経緯については、後ほど五明さ

年近くにわたって

んからお話があると思います。そもそもは、清水先生

やってきましたけ

と小船井さんから「吉田さんはもうガバナーの資格十

れども、事務局長

分だよね」ということで、暗示はかけられていました

としては、大した

けれど、私は「年齢が年齢だから私はもうできません

ことはやっていな

よ」と適当に逃げていたのです。逃げ切れたと思って

いのです。「公式訪問」が終わった時点で「私の仕事

いたら、ある日突然、北クラブの足立先生から「吉田

は終わり」というような感覚でおりましたので、ほと

さん、話がある。５時に病院に来てくれ」言われまし

んど半年ぐらいは、もうあまりすることがなかったの

た。私は仕事をしていたから、また私の会社の人間が

ですけれど。

なにか事件を起こしたのかと思って行きましたら、病

小船井パストガバナーの年のガバナー事務所は、小川

院には患者さんがたくさんいて、応接間で待っていた

ガバナー補佐がおりまして、ガバナーとガバナー補佐

ら先生が来て、「吉田君ね、もう清水先生と小船井さ

をウチのクラブで１年に２人出していました。それで、

んに『ガバナーをやってもらう』と言ってあるから、

私と白幡さんと２人で小川ガバナー補佐のガバナー補

これで決まったからね」と。「先生、待ってください」

佐幹事をやっていて、ガバナーの公式訪問などには立

と言ったら、先生は「患者が待っているからダメだ」

ち会っていなかったものですから、今回、あまりよく

と言ってすっと降りて行きました。私はしょうがない

分からない状況でお受けをしたのです。

から家へ帰り、明日の朝、先生にとりあえず断ろうと

７月から始まった 67 クラブの公式訪問、勝手に私が

思っていました。翌朝、お電話をしたら先生は出張し

「ここにはあなたが何泊何日で行って来なさい」、「こ

ていていませんでした。

こにはあなたが何泊何日で行って来なさい」と半強制

そうこうしているうちに、私を説得に来た五明さん・

的なお願いにも文句も言わずに、遠くは稚内・礼文ま

白幡さん・小船井さん・青田君から攻められました。

で１週間近く行っていただいた方もいました。

なんとか上手いことを言って逃げていましたけれど

皆さんはそれぞれのクラブを訪問しながら良い思い出

も、家にまで来られて、参ったなと。普通、ガバナー

も作って来たと思いますけれども、吉田ガバナーのた

になる時は、奥さんがだいたい反対をするものです。

めにそれぞれの地区を回りながら無事に公式訪問は終

でもウチの女房が「あんた、最近少しボケて来ている

えてまいりました。

から、ボケを防止するために何か仕事をしなさい。受

ウチのクラブの会員の皆さんにはいろいろ勝手なこと

ければいいでしょう」と言われてしまって、というこ

を言って、怒鳴ったりもしましたけれども、無事にこ

とがありまして、今日まで来ました。

のガバナー事務所も終えることができそうです。そう

でも、私はガバナーにさせてもらって本当にありがた

いう中で、三ツ石さんにも長い間、おんぶに抱っこと

かったと思います。ボケ防止にもなりましたけれど、

いう状況ですけれども、お世話になりましてありがと

北海道も随分いろいろな楽しい所をたくさん見て来ま

うございました。

したし、多くのクラブに歓迎もされてきました。好き

無事にガバナー補佐事務局も終えられそうです。皆さ

放題のことも話してきました。公式訪問では皆さんに

ま方のご協力に感謝をしながら、ありがとうございま

随分お世話になりました。私が唯一自慢できることは、

したということで、私のお礼に代えさせていただきま

公式訪問 67 クラブを３カ月間回って雨が降った日が

す。





どうもありがとうございました。

ガバナー月信は、皆さんどれほど購読していただい
たか、いつも疑問に思いながら作っていました。１号

白幡

博地区企画戦略局長

〜 14 号まで 14 回発行をしていまして、この 14 号
はい、局長です。

のトータルページが表紙もカウントして 384 ページ

でも、全然記憶がご

のボリュームになりました。これをどれくらいの厚さ

ざいません。なにを

か計って見ましたら１センチ６ミリ、結構なボリュー

企画したのかも覚え

ムの月信のファイルになっております。

ておりません。ただ

ガバナー月信ですから当然ガバナーのメッセージが

今日、吉田さんが笑

冒頭にきて、毎号吉田ガバナーのメッセージから始ま

顔でお話をしている

るページ建てです。後半の３月ぐらいからコロナの関

姿を見まして、「あ

係で各委員会の行事が中止になったり、８カ所の分区

あ、やって良かった」という一言で、嬉しく思います。

の「ＩＭ」が全て中止になったり、予定をしていた原

また、三ツ石さん、本当にお世話になりました。あり

稿が入って来ない中で、吉田潤司ガバナーに「特別寄

がとうございます。そしてクラブの皆さん、本当にお

稿で、もう１ページ書いてもらえませんか」というお

疲れさまでした。ありがとうございます。

願いをしましたら快く承諾していただいて、常に期日

１点だけ私、お話をさせてもらえれば。

前に原稿を寄せていただき助かったことをありがたく

吉田潤司さんが、ガバナーをお受けになる時にいろい

思っております。

ろありまして、ヤンチャな小船井さんが一生懸命われ

小船井パストガバナーからは「規定審議会」のロー

われを説得し、そして地区のガバナーの皆さんを政治

ターアクトがわれわれの仲間になるような、なかなか

力というのでしょうか、そういう面では、清水先生、

知り得ない原稿を寄せていただいて「釧路ロータリー

小船井さん、お二人のパストガバナーのご尽力があっ

クラブが出す月信だな」という雰囲気を出していただ

て吉田潤司さんが誕生したと思います。

いて感謝しております。

また、思い出すとプリンスホテルだったと思いますが、

それから多くの方々にお世話になりました中では

青田さん、川合さん、本当に当日お世話になりました。 「ガバナー公式訪問レポート」。これが７月 10 日帯広
かなり喧々諤々とやりまして、先輩方が思いを１つに

ロータリークラブを皮切りに 67 クラブを釧路ロータ

して誕生したのが吉田潤司ガバナーだと私は思いま

リークラブの 35 名の方が随行されて、このレポート

す。

に協力いただいた方が 24 名という大勢の方にお世話

そういう意味では「地区大会」
「ＰＥＴＳ・協議会」と、

になりました。その中で、佐藤貴之君が一番多い７カ

われわれがいろいろな形で経験をしたことを吉田潤司

所の原稿提供に感謝申し上げます。

さんがこのように言っていました。「クラブに世話に

それから訪問をした時に写真を撮ってもらうお願い

なった。その恩返しをなんとかしたい。それがこのガ

をしていて、この写真の整理を中島副幹事に担当をし

バナーを受けて、クラブ全体で、みんなで大会をしっ

ていただきました。なかなか知らない人たちの写真な

かりと行うこと。そしてそれを会員皆さんに残したい」

ので、顔写真とクラブが間違ってはいけないと神経を

と、そんな思いを当時、話していたことを思い出しま

使いやりましたが、なんとか無事に終えることができ

した。本当に潤司さん、ありがとうございました。

ました。

そして、清水先生、小船井さん、本当にご協力ありが

原稿の締め切り日を２・３名の方が少し過ぎたことも

とうございました。

ありましたが、ほとんどの方が期日内に原稿を提出し

以上で終わります。

ていただき非常に嬉しく思っております。
後半は、コロナの関係で「ＩＭ」が中止になり、８

伊貝

正志地区ロータリーの友委員長
皆さん、こんばん

分区のガバナー補佐の方たちは、全て段取りが整った
状態での中止ですから、なんとかこの人たちの苦労を

は。私は『ガバナー

紙面の上で「紙上ＩＭ」のコーナーを設けて、「もし、

月信』担当というこ

やっていたらこんなＩＭになりましたよ」を想定して

とで、木下幹事から

原稿を寄せていただきました。このような工夫をしな

の「月信の苦労話を

がらなんとかページを確保すべき努力をしたつもりで

話して」という仰せ

おります。

で、時間が３分でそ

月信は偶数のページで終わらなければなりません。奇

んなに多くは話せま

数では白いページが出てしまうので、原稿を依頼した

せんけれど、これからちょっと思い起こしながら話し

予定したページと違って奇数になることが毎回ありま

てみます。

して、その時は、活字を大きくしてページを伸ばした





り、逆に活字を小さくしてページを縮めたりをやりな

とを考えて、あと「地区はなにをやっているか」を中

がら偶数のページで終わるようにレイアウト構成を常

心にやらせてもらいました。結局、１年半で 26,000

に考えました。そのことが毎回、苦労と言えば苦労だっ

件のアクセスがありました。1 人あたり 10 回ぐらい

たかと思います。

見ているということで、大変嬉しく思います。今年度

写真は小野寺俊君からＳＬの写真をお借りいたしま
して、第２号でＳＬの勇壮な写真を使わせてもらいま
した。どうもありがとうございます。
三ツ石さんには、各原稿依頼を頼んでいただいて、

の松田ガバナーも昔のものを踏襲しないで作っていま
した。
僕がやった２つ目は、先ほどの鶴のマークのバッジ
を作りました。吉田さんに何回も怒られながら作って、

これがまた事務処理が素晴らしく、各依頼者も三ツ石

ダメだ。ダメだ。ダメだ。ダメだと言いながら５回訂

さんの言うことを聞いてもらえたのか、大変助かりま

正しながらバッジを作りました。デキは大変良いと

した。

思っています、赤地で。ただバランスが悪くて、ピン

地区の全体情報では、木下地区幹事からいろいろ情
報を提供していただいたことに感謝申し上げます。
最後、組み上がったレイアウトや文字構成に関して

の位置が悪くてすぐひっくり返ってしまうのです。そ
こは私のせいではありません。それはオクトンのせい
です。

は、毎回、樋口地区副幹事に構成・レイアウトをチェッ

２番目にやったことは、今日持ってきました「入会

クする作業をしていただきました。これもまた感謝申

のための」。この土台は誰かが作ったのですけれども、

し上げます。

吉田さんに「それを直してくれ」と言われて、吉田さ

そのように多くの方のご協力を得て、なんとか滞りな

んに「急ぐ？」と聞いたら「急がない。ゆっくりやっ

く 14 回の発行を終えましたことを高い位置からでは

ていいよ」と。次の日「まだできない？」と電話がき

ございますけれど、お礼を申し上げて報告とさせてい

ていましたけれども、とにかく僕も勉強をしてこれを

ただきます。

作りました。

どうもありがとうございました。

どうしても入れたかった文章は「退会の自由」。「健康
の問題や経営の状況などによって退会を避けられない

木下

正明地区幹事

場合の退会は自由。それを妨げることはありません」
皆さん、こんばん

と僕は入れたかったのですけれども。新入会員の皆さ

は。ガバナー、本当

ん、釧路クラブにはこれはないですから辞められませ

にお疲れさまでござ

ん。

いました。先ほどご

次にやったことは、ハーバートＪ. テーラーの「四

挨拶でおっしゃって

つのテスト」です。本当はロータリーのマークをホロ

おりましたが、少し

グラムにしたかったのですけれども、なかなか予算が

年齢が高いガバナー

なくて。ただこれは少しちょっと横にするとロータ

ですけれども、元気

リーのマークが出るという、明るいところで見たら分

いっぱいこなしていただきまして、先の釧路ロータ

からないのですけれど暗いところで見たら出たり出な

リークラブのガバナーの歴史に繋げていただいたのか

かったりする。そういう物ものですけれども、暗いと

と思います。

ころで見ると文章が読めないという残念な品物です。

私からは、本当に皆さんにお手伝いいただいたおかげ

今日は、三ツ石さんが「さようなら」ということで

でガバナーを男にしていただきました。ほんとうにあ

す。時々、事務所へ行くとキーボードをバタバタバタ

りがとうございます。以上でございます。

バタと、キーボードが１年半〜２年よく持ったくらい。
それでいろいろな頼みごともあった。本当に能力があ

工藤

彦夫地区副幹事

る方で、素晴らしい対応をしていただきました。
私はは、ホーム

三ツ石さん、「昔に勤めていた会社に三ツ石さんみた

ページを担当させて

いな人がいたら上司や支店長・支社長はどれだけ優秀

いただきました。旭

なのだろう」と、思いました。

川の合同事務所がで

この場を借りて、３月 12 日に「ＩＭ」があります。

きる時点から、東堂

石田博司第７分区ガバナー補佐の下で３月 12 日やり

ガバナーから始まっ

ます。実行委員長・五明正吉、末広の暴れん坊チーム

たホームページがあ

です。プロレス界で言ったら、ブッチャーとザ・シー

るのです。情報も少

クが組んだような、反則あり凶器ありのチームですけ

ないし、タイムリーじゃない情報で、木下さんに言わ

れども頑張っていただきたいと思います。

れて、まずタイムリーな情報を皆さんに提供をするこ

木下さんは「吉田さんを男にしてください」を何度も





何度も、出る度に「男にしてください」とは言いませ

導などいろいろお手伝いをしていただかなければいけ

ん。十分に２人は男です。お釣りが来るぐらい男です。

ないのです。例えば、小野寺君に司会を頼もうかと思っ

生々しいくらい男ですので言いません。

ていますし、得地さんにスライドを作ってもらおうか、

けれども皆さま、僕が良いと思うところは、釧路ロー

佐藤君には誘導を頼もうと思っていますので、皆さん

タリーは個人の能力が高いということ、達成度が高い

それまでガバナー事務局を忘れずに、お願いをした時

ということ、チームワークが良いというころで、ぜひ

は断らずによろしくお願いいたします。

とも３月 12 日に向けて皆さんのお力をまた借りたい

なにはともあれ 26 カ月になります。本当に皆さん、

と思います。

お世話になりました。ありがとうございました。

それで、最後に吉田パストガバナーにおかれまして
は、ぜひともお身体に注意してこれからのご活躍をご
期待しております。

花束贈呈
（三ツ石さんへ花束贈呈）

今日は、どうもありがとうございました。
ガバナー事務所
樋口

事務局員

貴広副幹事

三ツ石弥菜子さん
皆さん、こんばん

皆さん、こんばん

は。今日はこのよう

は。私が喋ると本当

な素晴らしい花束ま

は、例会の５〜６回

でいただいてどうも

分を喋られるのです

ありがとうございま

けれど今日は時間が

す。

ないので、ほんの一

私がこのガバナー事

部だけお話したいと

務所でお世話になっ

思います。

たのが、2018 年の８月からです。当初、ロータリー

まずは、クラブの皆さまは大変ご協力いただいて本

のお仕事ということで、ロータリーって社長たちの集

当にありがたく思っております。本当に感謝申し上げ

まりみたいなイメージしかなくて、そんな偉い人たち

ます。ありがとうございました。

ばかりの中で働くってどんな感じなのだろうと、

特にお世話になったのが小船井パストガバナー。ガバ

ちょっと想像も付かなかったのですけれども、吉田直

ナー事務所は分からないことだらけで、どうして良い

前ガバナーをはじめ、木下さん、樋口さんにサポート

か言葉の意味も全く分からない中で、いろいろ教えて

をしていただき、例会でも皆さん気さくにお話をかけ

くださったのが小船井パストガバナーでした。それと、

てくださってとても楽しく過ごすことができました。

いまお話をしていた工藤さん。「こういうことをやり

最初の１カ月〜２カ月は、木下さんから「これ、作っ

たい」「こういうものを作りたい」といった時に、す

ておいて」とか「いろいろメールの登録をしておいて」

ぐやってくれたのが工藤さんでした。それと、ここま

などいろいろ指示をもらってやっていましたけれど

で全く名前が出ていませんでしたが、横田君。いまも

も、それが終わる

まだ決算の途中なのですけれども、本当に会計の面で

と何もすることが

は横田君にはお世話になっています。それで、私がやっ

なくなって、事務

ぱり感謝したいのが三ツ石さんを紹介してくれた中村

所にもポツンと１

君。本当に良い人を紹介していただいたと思っており

人で。「この先どう

ます。本当に皆さんありがとうございました。

なるのだろう。こ

皆さん、来週 30 日でガバナー事務所を閉所して、

の毎日が続くのだ

三ツ石さんがいなくなって、仕事も全部終わるのだろ

ろうか」とか少し

うと思っているかもしれませんが、「地区大会」まで

心配でしたけれども、少しずつ地区の役員を決める、

仕事はあります。この後、三ツ石さんもいなくなって

ガバナー補佐会議などが入り動き始めると、他のクラ

私１人でいろいろやらなければいけない仕事があっ

ブの方々と連絡をとったり、メールのやり取りなどを

て、地区大会自体をやるかどうか分からないですけれ

するようになって、段々仕事の流れが少し分かってき

ど、尾越さんが出番の決算報告や吉田年度のいろいろ

たかな、みたいに。

な地区の表彰事項があります。それをやらなければい

「地区チーム研修セミナー」があって、そこで釧路

けないので、私の仕事はまだまだ続きますので、杉村

クラブの皆さんにもお手伝いいただいて無事に終わ

さんには来年の役職は一切当てないでいただきたいと

り、「ＰＥＴＳ・地区協議会」「公式訪問」「地区大会」

思っておりますのでよろしくお願いします。

と本当に皆さんの助けがあったおかげで大きなトラブ

その地区大会の時には、スライドの作成・司会・誘

ルもなく無事に終わることができたと思います。





年が明けてコロナになって、本当は私も「ＩＭ７分

俺にもチャンスあると思いました。皆さんにもチャン

区」に参加をさせていただく予定でしたが、それも中

スがあると思いました。

止になってＩＭが幻になってしまったことが残念に思

けれど、残念ながら 12 年後だと僕は 67 歳なので、

います。潤司さんも韓国、「国際大会」でハワイなど

ちょっとダメだと思いました。唯一、いけるのは司会

に行く予定がありましたが、それも全部中止になって

をしている佐藤君が今後頑張って早く会長になっても

しまいました。最後はなにもない状態で、ガバナー年

らって 12 年後にガバナーになってもらいたいので、

度が終了してしまって。少し寂しい思いはありました

皆さんと釧路クラブで支えたいと思います。その時に

けれども、先ほど吉田直前ガバナーもおっしゃってい

は多分釧路クラブの会場はオクトンの商品でいっぱい

たとおり地区大会まで無事に大きな行事は行うことが

になっていると、そういう会長になっていると思いま

できたので、一応満足、充実した１年間を送れたと思

す。

います。

本日は、『ガバナー事務所の慰労会』です。吉田潤

皆さん、私の至らない点も多々あったと思いますけれ

司直前ガバナー、ガバナーノミニー・デジグネートか

ども、いつも温かく接していただいてありがとうござ

らいうと３年間、本当にお疲れさまでした。67 地区

いました。吉田さん・木下さん・樋口さん、本当にい

を回ることは本当に大変だったと思います。そのパ

つも支えていただいて感謝しております。

ワー、われわれがクラブを支えたこともありますけれ

あと、ひとりで分からないことがあった時にいつも隣

ど、やはり潤司さんのパワーがわれわれを支えてくれ

の青島さんに助けていただきました。本当に隣にいて

たと思うのです。今後、清水パストガバナー、小船井

くれて心強かったです。どうもありがとうございまし

パストガバナーと一緒にこの 2500 地区の発展のため

た。

にご尽力いただければと思います。

これからも釧路クラブの皆さんのご活躍をお祈りして

そして、木下さん、樋口さん本当にお疲れさまでござ

おります。２年間どうもありがとうございました。

いました。いろいろゴチャゴチャありましたけれど、
それはそれで置いといて、今後もこのクラブのために、

（手に手つないで）

地区のために頑張ってもらいたいと思います。
そして、三ツ石さん、本当にお疲れさまでございまし

中締め挨拶

邵

龍珍 パスト会長

た。いつも事務局に行ったら「カタカタカタッ」と自

皆さん、お疲れさ

分が喋る以上にパソコンを打っている三ツ石の姿が浮

までございます。本

かびます。本当に仕事が早くて素晴らしかったです。

当にコロナ禍で、こ

われわれのクラブは、青島さんという素晴らしい事務

の３カ月間冬眠をし

局員もいましたし、地区は三ツ石さんという素晴らし

ていた僕ですけれ

い事務局員がいたことで、本当に良かったと思います。

ど、急に来たらこの

ありがとうございます。今後どこで会っても「ヤー」

ような大役を仰せつ

と言おう。見つけた時には「オイ」と言おう。遠い時

かりまして、諸先輩

には手を振り合うことを皆さんでやってもらいたいと

の中で、中締めのご挨拶をさせていただくことをお許

思います。

し願いたいと思います。

今後、われわれクラブはみんなの力を合わせて発展を

締めと言えば皆さん期待していますよね。「お元気で

していくとともに、12 年後のガバナーには誰がなる

すか皆さん！

か、みんな予想でやっていければと思います。

元気があればガバナーになれる。皆さ

んガバナーを目指して頑張りましょう」。

それでは皆さん、３年間のガバナー事務局、お疲れさ

僕の話は長いですから皆さんお付き合い願いたいと思

までした、という気持ちを込めて、そして三ツ石さん、

いますけれど、先ほど吉田直前ガバナーが本当に嬉し

頑張ってもらいたいということと、われわれ釧路ロー

い話をしてくれました、「ガバナーになる権利は」と。

タリークラブの益々の発展のためにとうことで、３本

小船井さんの提案がありましたけれど、地区幹事をし

で締めたいと思います。ご唱和よろしくお願いいたし

ないといけないと思っていました。だから木下さんし

ます。

かいないと思っていました。けれど、会長もできる、

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

孫が囲碁の大会で優勝しました。

■樋口 貴広君

これまでの皆様のご協力に感謝します。

■邵

舟木年度、初めての出席で、ニコニコ。

龍珍君

今年度累計

147,000 円
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RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「我が国の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み」（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「新型コロナについて」（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」

■ソングリーダー：吉田

英一君

■会員数

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

陸上自衛隊釧路駐屯地 第 27 普通科連隊 連隊長兼釧路駐屯地指令 五日市 弘 之様

会長の時間

陸上自衛隊釧路駐屯地 第 27 普通科連隊 広報班長

鈴 木 経 人様

陸上自衛隊釧路駐屯地 第 27 普通科連隊 第１科庶務陸曹

古 川

舟木

博会長
皆さん、こんにち

治様

あまりに古いために、いくつかの説や解釈が存在して
いますので代表的な説をお話いたします。

は。本日は釧路ロー

まずは、「君が代は天皇陛下のことを指す」という説

タリークラブの第一

がございます。元歌の歌詞は「君が代」ではなくて「わ

例会で国歌・君が代

が君」となっております。平安時代、「わが君」とい

の斉唱をしましたの

う言葉は女性が男性に対して使う言葉だと言われてお

で、今日は自衛隊の

ります。つまり、愛の歌というか、ラブレターという

皆さまが来たという

か、そのようなことも考えられます。当時、天皇陛下

ことで国歌・君が代の話をしたいと思います。

には「大君の御代」という言葉を使うのが正しいと言

国家の基本的な知識をなかなか学校では教えていただ

われております。現在は天皇陛下を示すということが

けません。学校では小学校・中学校・高校すべてにお

主流に解釈されております。

いて、われわれの時代、その後もそうですが、日教組

また、「わが君」は周りの親しい人を指すという解釈

等の国家・国旗反対運動みたいなものがございまして、

もございます。上は天皇陛下から庶民まで幅広い人を

その時に教えていただいたのが長い間刷り込まれて、

指す言葉ととることもできます。

正確な知識ではなく、ただ何となく嫌だなという形で

次に「千代に八千代」とはその言葉どおり尋常ではな

過ごされた方がたくさんいらっしゃると思います。こ

い長い年月の時間を指しております。

の機会に少し、詳しい話をさせていただきます。

「さざれ石の巌となりて」は細かい石が遠大な時間を

この「君が代」の元歌なのですが、なんと、平安時代

かけて大きな塊になる様を言っております。さざれ石

に遡りまして延喜（えんぎ）５年、西暦 905 年、土

はヤマトタケルノミコトが苦しんだ伊吹山の麓にあり

佐日記で有名な紀貫之らによって作られた古今和歌集

まして、学名を『石灰岩・角礫（かくれき）岩』とい

の中に「題名知らず、詠み人知らず」という形で記さ

います。これは石灰岩が長い年月の間に雨水で溶解さ

れております。その歌詞は長和２年、1013 年の和漢

れ、鍾乳石が少しずつ砕石を凝縮して岩となったもの

朗詠集の中でも書かれております。現在は世界最古の

です。

国歌としてギネスに認定されております。この歌詞は

「苔むすまでは」の言葉も言葉どおり苔が生えるまで





の長い時間の比喩的表現です。

身赴任という状況です。趣味は写真、登山・ハイキン

全体の意味は「あなたの命は小石が遠大な時間をかけ

グといったところです。主要な経歴はご覧のとおりで

て大きな石となり、その石に苔が着くまで長く続きま

すが、北海道は２回目の勤務で平成 15 年頃に 25 連隊・

すようにと祈っております」。

遠軽中隊長をしております。引っ越しは都道府県で回

君が代はいにしえの大事な人をおもんぱかる優しい歌

数だけでいくと１３回、この中での異動も含め合計

です。諸外国の国歌は勇敢な戦いの歌が多い中、優雅

20 回ほどしております。その内、14 回は家族を伴っ

で落ち着いた雰囲気の歌に民族の誇りを感じます。

ての引っ越し、いわゆる転勤族です。

次に作曲の話をいたします。明治２年の 1869 年、君

早速、中に入って行くのですが、承知かもしれません

が代はイギリスから招聘された軍楽隊長のジョン・

が釧路駐屯地の沿革について説明させていただきたい

ウィリアム・フェントンが現在と異なる君が代を作曲

と思います。

しましたが非常に評判が悪く、10 年後の 1879 年に

釧路駐屯地は旧歩兵第 27 連隊が昭和 19 年に道東防

プロシア王国の作曲家フランク・エッケルトを招聘し

衛の強化という目的で配置となりましたが、ほどなく

て、明治 13 年・1880 年に宮内庁の奥好義が旋律を

して終戦を迎え、軍

つけ、雅楽奏者の林廣守が曲を起こし、エッケルトが

旗を奉焼、すなわち

西洋風の和声つけて編成されたとされております。一

焼きまして 50 年の

般に林廣守の名前が作者として書かれております。

歴史に幕を閉じたと

以後、日本国の事実上の国歌として外交辞令の場とし

いう所です。その後、

て演奏されるようになりました。

昭和 28 年に函館か

なお、法制されたのは平成 11 年 1999 年８月 13 日で、

ら移駐してきた部隊

平成おじさんの小渕恵三さんの時でした。

によって編成され、昭和 37 年に第 27 普通科連隊が

最後になりましたが、お手元に君が代の三番までの歌

創隊しております。その後、数次の改変等を経て現在

詞をお持ちしましたので、ぜひお持ち帰りください。

の駐屯地に至っているのが沿革です。

歌詞の内容のように皆さまの永遠の幸せをお祈りし、

それでは、わが国を取り巻く安全保障環境、そしてそ

挨拶させていただきます。清聴ありがとうございます。

の後、陸上自衛隊の取り組みについて簡単にご説明さ
せていただきます。

■

本日のプログラム ■

講師例会「我が国の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み」

この絵ですが、これは太平洋側からわが国を捉えた地
図であり、わが国はユーラシア大陸から西太平洋への
進出を抑える長大な壁ということが伺えると思いま

陸上自衛隊釧路駐屯地第 27 普通科連隊

す。この特性からロシア・北朝鮮・中国が太平洋に進

隊長兼釧路駐屯地司令一等陸佐

出するには、わが国の領域或いは周辺海空域を通過を

五日市弘之様

皆さん、こんにち

して行かなければならず、その意味でわれわれはこの

は。改めまして、ご

戦略的な三正面の対応を常に備えておく必要があると

紹介いただきました

いう認識であります。

第 27 普通科連隊隊

中国については大きな戦略の中で、第一列島線（沖縄

長兼ねて釧路駐屯地

から南西諸島・台湾に至るライン）、第二列島線（小

司令の五日市と申し

笠原諸島からグワムに至る線）を設定し、Ａ２AD と

ます。よろしくお願

いう戦略、接近阻止、領域拒否という言葉を使ってい

いいたします。

ますが、いわゆるアメリカが中国が侵攻してこないよ

私、８月１日付けでこちらに着任いたしました。新型

うにこの第二列島線から第一列島線の間で接近を拒否

コロナウイルス対策で外に出てこのような会合等に参

して、この第一列島線のラインでしっかりと止めると

加する機会も全くなくて、この素晴らしい理念を掲げ

いう、わが国の領土をもって止めるという非常に憂慮

られている釧路のロータリークラブの多くの皆さまと

すべき戦略を持っております。

懇親を深める機会をいただきまして、また、お話をさ

パワーバランスと変化がこのところ非常に加速・複雑

せていただける機会をいただきまして、本当にありが

化し、既存の秩序をめぐる不確実性が増大をしており

とうございます。つたない話、また食後には堅苦しい

ます。特に最近のトピックス、第一番目としては、宇

内容とは思いますがぜひお聞きいただければなと思い

宙・サイバー・電磁波といった新たな領域の利用の急

ます。

速な拡大。これは国家の安全保障の在り方を根本的に

最初に自己紹介をさせていただきます。出身は青森県、

変革をする可能性があります。

防衛大学校卒業であります。昭和 42 年生まれで、現

第二にわが国を取り巻く安全保障環境は、過去の想定

在 53 歳であります。家族は今東京におりまして、単

よりも格段に速い速度で厳しさと不確実性を増大して





いる状況であります。

には特殊部隊等による破壊活動等により自らの主張を

そんな中、各国の動向ですが、米軍は世界的、地域的

受け入れ相手に強要し、わが国の主権・領土・国民に

な秩序の修正を試みる中国やロシアとの戦略的な競争

対する現状を試みるものと思われます。もしかしたら

が特に重要な課題と認識しており、力を背景とした現

もう既に進行中なのかもしれないという見方もありま

状変更やハイブリット戦に対応するため、戦略を再検

す。

討し国防費を大幅に微増額させている状況でありま

また、2 点目としては、新たな領域を用いた戦い。宇

す。

宙・電子戦・サイバー攻撃等の新たな領域やミサイル

中国は国家目標「中華民国の偉大な復興」で「2050

攻撃、航空攻撃、着上陸侵略等、従来の領域を用いて

年頃には世界一流の軍隊を創設する」を目標とし、逐

奇襲的な攻撃により侵略するものと予想されます。

次段階的に軍備を増強し、特に先ほど言ったＡ２ＡＤ

そして、そのグレーゾーン事態における対応として、

能力を重視するとともに宇宙・サイバー・電磁波領域

敵の機の解明と対処方針の確立が極めて重要であり、

に関する能力強化を図っております。そして、わが国

そのような兆候を早期に察知するために海空自衛隊と

周辺地域においての活動も質量とともに拡大・活発化

の連携、そして日米、他国間との共同連携を深めてま

しており、特に尖閣諸島周辺地域については一方的に

いります。

エスカレートさせている。また、沖縄と宮古島の間の

また、ふたつ目としては、抑止体制の強化による軍事

艦船の通行、戦闘機

のコントロールということで、敵の奇襲的な侵攻に対

等の飛来等も非常に

応をするため平素から部隊を配置するとともに、機動

増えていて極めて憂

師団・旅団を迅速に機動展開して抑止をする体制をと

慮する状況でありま

ります。

す。

次に新領域を用いた戦いによる対処でありますが、非

また、北朝鮮につい

常に大事なこととしては基盤の行使で、港湾・空港等

ても非対象戦力とし

の作戦基盤を防護するのが極めて大事になります。ま

て大規模なサイバー部隊、そして特殊部隊を保持して

た、ふたつ目の統合・共同による対処で、宇宙・サイ

おり、弾道ミサイルの開発を更に進展させた場合、軍

バー・電磁波領域における妨害等により火力打撃の条

事的な挑発行為の増加・重大化につながる可能性があ

件をわれわれが実施して、より遠くから効果的に火力

り、そういった意味でもわが国の安全に対する重大か

打撃を実施することで敵の侵攻阻止、撃破を図ります。

つさしせまった脅威という認識であります。

ここで防衛力整備の推移を若干説明いたします。現在、

ロシアについても、「強いロシアの建設」を目標とし、

30 大綱に基づき実施をしておりますけれども、通常

どんどん軍備を拡大しているのは皆さん承知のとおり

大綱は 10 年位をスパンとして作るもので、情勢の変

だと思います。特に極東でも戦闘機や地対艦ミサイル

化があまりにも激しいことから、その大綱を変えてい

の新たな部隊等の配備の傾向が見られ、つい先日の報

く間隔が極めて短くなってきているのが現状です。な

道でもありました、国後島や択捉島において大規模な

お、この 30 大綱については、この厳しい急激な変化

演習を実施しています。ロシアは装備の近代化を推進

を踏まえて、従来の延長線上ではない、真に実効的な

し、北方領土及び千島列島における軍備を増強する等、

防衛力を構築するという観点で昨年度 12 月に閣議決

活発化の傾向にあります。

定されています。

こういった状況に加え複雑化をしている内容として、

その大綱の考え方ですが、まず防衛の目標として、わ

新型コロナウイルス感染症があります。経済的な懸念

が国にとって望ましい安全保障環境を創出する。そし

もそうですし、軍事活動においてもさまざまな影響・

て「わが国に手出しをしたらタダじゃすまないぞ」と

制約があり、日米共同訓練等もだいぶ縮小していると

いうことをしっかり知らしめ抑止をすること。そして、

ころが実際にあります。そういった中、中国・北朝鮮・

確実な脅威への対処と被害の最小化を目標に挙げてい

ロシアはほぼお構いなしにその活動を活発化させてい

ます。

ることで、非常に重大な関心を持って注視していく必

そのために、目標達成の手段としてわが国自身の防衛

要があります。

体制の強化、日米同盟の強化、そして安全保障協力の

これらを踏まえまして陸上自衛隊の取り組みについて

強化を手段として掲げ、陸上自衛隊としてはそれを踏

ご説明します。

まえた多次元統合防衛力の構築を提唱しております。

まず、具体的な取り組みの前に、予想される新たな戦

その内容について説明します。まず、南西地域への部

い方の予想について説明します。

隊配置の推進です。25 大綱の策定時には、沖縄本島

ひとつ目はグレーゾーン事態。よく新聞でも最近出て

にしか陸の部隊は存在しませんでした。先ほど言った

おりますが、武力攻撃に至らないさまざまな手段、報

中国の浸出という観点でまずいことから、平成 27 年

道・テロ・反戦デモ・サイバー攻撃、不法行動、さら

度末には与那国島に沿岸監視隊を、30 年度末には奄





美大島、宮古島に部隊の配置をし、石垣島にもなるべ

イツ人ですが、外国人の対応についての感謝のお手紙

く早く警戒・監視のための警備部隊を配置する計画を

等もいただいております。自治体等の求めに応じて感

しております。

染症防止の教育なども実施しております。また、イン

また、師団・旅団の改編で、即応機動する部隊という

ターネット、防衛省・統合幕僚幹部のホームページに

ことで当第５旅団についても、改編が予定されており、

感染予防対策などのビデオ等の公開をしております。

その中で 2 個の普通科連隊とひとつの即応機動連隊

そして、これらのさまざまな活動を通じて、防衛省・

をつくる考えであります。

自衛隊については活動に従事した隊員の二次的な感染

これにより平素から常続的な機動展開訓練を実施する

者についてはゼロでした。

とともに緊急展開に対処できるように準備をいたしま

次に先ほどの民生の安定で、災害派遣の 90％は実は

す。

緊急患者空輸でありました。特に、離島間の緊急の輸

また、サイバー作戦能力の強化ということで常続的な

送等を実施して地域の特性に応じた活動を実施し貢献

情報収集・防衛体制を構築するとともに相手方による

をしております。また、まだまだ不発弾が残っており、

サイバー空間の利用を妨げる能力を整備することで、

実施をしているところです。また、警察等との連携を

陸自が主体となって、また陸自のサイバー防衛隊を新

しっかりと強化し、不法行動対処等も取れる体制を

編し、陸海空も主導していく内容を計画しております。

取っております。

また、電磁波領域の部分も、これからにはなりますが、

さらに即応体制の維持ということで沿岸監視部隊。こ

さまざまな装備品等の取得・研究開発の実施をしてい

の近くですと標津に沿岸監視隊があり、警戒監視。ま

く予定です。

た、災害派遣等に備えて全国それぞれの部隊、わが部

さらにスタンドオフの地上火力の保持で、敵の侵攻を

隊においても初動対処部隊が 24 時間体制で待機して

試みる部隊の脅威を圏外から隊員の安全を確保しつ

おります。

つ、わが国への攻撃を効果的に阻止するスタンドオフ

これはわれわれの部隊の話になりますが、災害派遣の

地上火力を整備する準備をいま着々と進めているとこ

実績としては釧路沖地震、北海道東方沖地震、羅臼の

ろであります。

暴風雪、それから洪水にも対応もしております。最近

また、戦略的な活動で、平素からさまざまな訓練等を

はそんな大きなもの

通じて海空自・米軍・関係機関との連携をして、対処

はないですが、鳥イ

の実効性を向上させて戦略的なメッセージを発信して

ンフルエンザも含む

いく考えであります。各種レベルにおいて連携をしっ

派遣等も実施してお

かりとり、特に米陸軍・海兵隊と密接に連携をして、

ります。また、熊本

インド太平洋地域における日米のプレゼンスの向上に

地震の増援にも行っ

向かって取り組んでおります。

ております。

また、日米共同の各種共同演習、安全保障協力の推進、

こういった活動をしている陸上自衛隊ですが、実際は

質の高い国連ＰＫＯ等の活動を通じ高い能力、そして

厳しい対応環境で、募集適齢の人口がどんどん減って

士気を国際社会に発信して、わが国への信頼獲得に貢

いる中で今現在、コロナウイルス関連で求人倍率 1.1

献します。

位まで落ちてきていても、その人材確保は非常に大き

民生安定に向けた努力では、災害派遣を主体として、

な課題であります。

国民の生活安全・安心に寄与してまいります。さらに

これは現在の厳しい採用状況ですが、毎年採用してい

新型コロナウイルス感染症を受けた取り組みでありま

る自衛官のほぼ 90％は自衛官候補生と一般曹候補生

すが、さまざまな活動を実施しております。皆さんご

という、いわゆる士という階級の採用がほとんどです。

承知のとおり、当初、武漢からのチャーター機への看

この一般陸曹候補生というのは将来、曹という階級に

護官の派遣、一時滞在施設における生活支援等を実施

なるのを前提とした人たちで、定年まで勤務すること

をしました。その後、新型コロナウイルス感染症に対

を前提としている人たちです。そして、自衛官候補生

する災害派遣でダイヤモンドプリンセス号への対応で

は任期制単位と言いまして、ある一定期間勤務したあ

は医療・生活の支援、輸送の支援を実施しております。

とは退職して民間企業等に再就職する選択肢を持った

この際も自衛隊の病院は、約 104 名の患者の内容を

人たちです。もちろん、ここから陸曹の試験を受ける

速やかに分析・開示をして今後の対応に寄与したので

人たちもおります。この募集の採用計画数を５年連続

す。また、水際対策強化ということで空港における検

達成できていないという状況であります。

疫、宿泊の施設への輸送支援など実施しております。

これらを踏まえて処遇等の改善、あるいは採用の条件

さらに自衛隊病院の取り組みでは、自衛隊病院等に陽

緩和等を実施して、何とか拡大したい。また、今女性

性者の受け入れでは、５月 31 日現在で 430 名を受

活躍が全体的に言われておりますが、女性の採用数を

け入れてしっかりと対応しております。この写真はド

拡大していこうと考えています。





ちなみに処遇ですが、配慮いただきまして給料等につ

意味でしっかり任務を遂行するという誠実。もうひと

きましても、初任給が大卒で 19 万 8,100 円。高卒

つは正しい行いをする、皆さまに信頼をしていただけ

17 万 9,200 円と発表させていただいております。こ

る行いをしていこうと言っています。最後に笑顔。こ

の給料については警察・消防も素晴らしいと思うので

れは仕事あるいはプライベートがしっかりと充実して

すが、警察・消防よりも高い給料となっています。ぜ

いると、自然と笑顔が出てくると認識しております。

ひ皆さんの近くの若い方に言っていただければなと思

また、部外の皆さん、地域との皆さんとも笑顔で接し

います。

てほしい。そして、笑顔であふれる駐屯地を目指した
これに関わる入口の

いとして掲げております。

話をしましたが、こ

以上、拙い説明でありましたが、これから皆さまの期

の実際に任期制の人

待に応えられるよう日々鍛錬を続けてまいりたいと思

たちに一旦任期を満

います。ぜひ、これからもご理解・ご支援・ご協力を

了したあとに再就職

賜りますようよろしくお願い申し上げまして拙い説明

するとなりますが、

ではございましたが講話を終了させていただきます。

その後に即応予備自

ご清聴ありがとうございました。以上です。

衛官という制度があり、企業等で働きながら即応予備
自衛官という身分でという選択肢もあります。この際、
即応予備自衛官は年間 30 日の訓練招集ということで、

会長謝辞

舟木

博会長

五日市連隊長におかれましては、ご多忙中の中、ま

その間は仕事はできないことになりますが、そういう

たコロナで外出を控えている中、わざわざ当クラブに

身分でなっていただくだけで毎月４万 2,500 円を企

おいでいただき、またご講演、誠にありがとうござい

業に対する給付金、年間にしますと１人あたり 51 万
円を給付する制度が定まっております。また、最近は

ました。
「わが国の安全保障と陸上自衛隊の取り組み」という

災害派遣でも予備自衛官等が出るようになっています

タイトルで近年の軍事的なパワーバランスの変化をわ

が、そういうので招集された場合には、日額１人３万

れわれにも分かりやすく紐解いていただき、大変あり

4,000 円を企業に支払う制度もあります。ぜひ即応予

がとうございました。わが国の安全保障に対する認識

備自衛官という制度に協賛いただきまして採用してい

をさらに深めることができました。

ただければなと思います。

1950 年に始まった警察予備隊から保安庁・保安隊、

また、退職自衛官の活用ということで、特に防災関連

さらに防衛庁・陸上自衛隊。そしてついに最後には

のところで活躍している自衛官も多数あり、特にこれ

2007 年防衛省として陸上自衛隊がその質と装備を充

は幹部でありますが各地方自治体の防災担当・危機管

実してまいりました。

理担当で活躍しています。再就職に関しては若干の懸

最近では、先ほどのようにサイバー部隊、弾道ミサイ

念もありまして、われわれには若年定年退職制という

ル、島嶼防衛の３つの部隊でサイバー部隊、弾道ミサ

ことで陸曹であれば 55 歳で定年、幹部であれば 56

イル防衛部隊、島嶼防衛用高速滑空弾部隊と新たな時

もしくは 57 で定年ということで、65 歳の年金受給

代に即応した防衛力の必要に迫られております。大変

までは期間があることで、65 歳まで再就職できる企

でしょうが、頑張っていただきたいと思います。

業もありますが、まだ 60 歳定年という企業が多数あ

最後になりましたが、連隊長はじめ陸上自衛隊の皆さ

りまして、さらに個人的に就職活動をしなければなら

まのますますのご健勝を祈念してお礼の挨拶とさせて

ない部分もあり、ぜひ 65 歳定年で企業で再就職させ

いただきます。ありがとうございます。

ていただけるように援護の担当からも各企業等にお願
いしているところであります。
以上、るる述べましたけども、陸上自衛隊は新領域の
作戦の要としてわが国の主権・領土・国民を守りぬい
ていく考えであります。
最後に私と釧路駐屯地におきまして『駐屯地司令要望
事項』として「規律・誠実・笑顔」の３つを掲げてお
ります。規律というのは実力組織である以上、厳正な
規律を保持していなければいけないということ。また
誠実には２つの意味があり、当駐屯地については 10
個くらいの部隊等がありますが、それぞれの任務に基
づいてしっかりとその任務を遂行する。その役割を果
たしていくことが皆さまの信頼につながる。そういう
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月間テーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「新型コロナについて」（担当：プログラム委員会）

次週例会

米山月間にちなんで（担当：米山記念奨学会委員会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」

■ソングリーダー：杉浦

■会員数

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

北海道釧路保健所 所長 髙垣 正計様

会長の時間

舟木

博会長
皆さん、こんにち

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

裕之君

んばぬま）だったと記憶しております。
「春採」の言葉の由来は大きく 2 つありまして、ア

は。お食事の方はど

イヌ語で「ハルトリ」ではなく「アルトル」という言

うぞお続けくださ

葉で、岬の向こうの土地という説が１つあります。そ

い。

れから「ハルトル」という言葉で、山菜を採る斜面と

本日の話は、皆さん

いう説があります。

に身近な湖の春採湖

実は、春に歩きますと、あそこは山菜の宝庫でして、

の話をさせていただ

ほとんどの山菜を採ろうと思えば採れます。でも現在

きたいと思います。
まず、春採湖の成り立ちですけれど約１万年年前の
「氷河期」が終わった後、約 6,000 年前の「縄文海進」

は実際に採っている方はいないと思います。タラの芽、
フキなどすべての物がありますので、もし皆さん春に
歩いた時には採らないでください。

で、海上の高さが４ｍ〜６ｍ位高くなった時期に、春

春採湖の歴史を少し。もともと「沼尻」という地区

採湖は海面下にあって、その後の気候の変化でいまの

があって、春採湖の端の千代の浦から観月園に抜ける

状態になっています。そんな訳で海跡湖となっており

所、春採川が流れている所に春採アイヌのコタンが

ます。川は今、春採川が１本通っているだけです。そ

あったと聞いております。アイヌコタンの方は狩猟生

の昔は３本ぐらい川が流れていたと聞いております。

活をされていたということですが、明治の頃には当時、

春採湖は現在、汽水湖ということで海水が流れ込ん

「土人保護法」というものがあって、土人の小学校が

でおります。特に海水止めがなかった時期は湖が濁っ

あったと聞いております。

て、ひどい状態でした。

また悲しい歴史ですけれど、強制移住が明治の頃にあ

私が知っている限りでは、昭和 30 年頃から 40 年

りまして、確か雪裡か鶴居の方に強制移住をされたと

の頃はまだ良かったのですけれど、昭和 50 年から

聞いております。

60 年頃には釧路の春採湖も全国ワースト１位・２位

湖ですけれど周囲は 4.7 ㎞です。面積は 0.36 ㎢とい

を争うほどのひどい汚濁状態でした。その後、生活排

うから 36 ヘクタールです。水深は 5.2ｍと聞いてお

水を止める、汚名返上ということで下水道工事、塩水

ります。しかし調べ方によっては、かなり数字は変わ

の流入、水草の駆除等をやりまして、現在はなんとか

ります。水深でいうと昭和 12 年（1937 年）では、

ベストテンから抜けて、ベスト 20 ぐらいまで落ちて

最深部は９ｍほどあったと聞いております。1985 年

います。ちなみにその時の№１が千葉県の印旛沼（い

では 5.8ｍまで浅くなっております。





明治の春採炭鉱の時代から昭和 30 年代後半ぐらいま

い出深い春採湖です。

で選炭場があって排水で春採湖が埋め立てられ、それ

本日は、その春採湖の上、工業高校の斜向かいに釧路

からその周辺がかなり埋め立てられております。春採

保健所がございます。その北海道釧路保健所の所長で

湖は今の広さよりかなり大きかったと聞いておりま

ございます髙垣正計様を講師としてご案内させていた

す。千代の浦の入口の平坦な所からずっと奥のコー

だきたいと思います。

チャンフォーからずっと先の生協、その先の所までは

髙垣様の職歴をご紹介させていただきます。学歴と

全部湖だったのではないかと言われております。です

しましては、旭川医大・医学部・医学科をご卒業され

からいまの面積と比べるとかなり広いです。道路やい

ており、平成５年から北海道帯広保健所の医師として

ま埋め立てをしている所は山際まで全部が春採湖だっ

採用されたことをスタートに行政職についておられま

たと聞いています。かなりの広さ、それと森林もかな

す。

りなもので、戦時中に伐採をしなかったらあの森は素

保健所の所長といたしましては、平成 14 年に名寄保

晴らしい森だったと聞いております。

健所、網走保健所、渡島保健所、稚内保健所、そして

先ほど言った水質の問題です。私は昭和 45 年〜

平成 31 年 2019 年に釧路保健所の所長としてご着任

50 年頃まで小さいヨットでセーリングをしてよく遊

されています。

んでいました。よくチン（沈）して、場所によっては

釧路保健所は道の施設となります。釧路管内の環境衛

ヘドロが堆積していて、体が半分埋まるほどヘドロが

生の最前線に現在いらっしゃることで、本日は『新型

あったと記憶しております。

コロナウイルス感染症予防について』ということでご

昔の話です。いまはなくなりましたけれど春採湖に
ボート乗り場がありました。上田ボート屋さんが有名

講演いただきますので、よろしくお願いしたいと思い
ます。

でしたけれどあの辺りでも３カ所ぐらい、東家さんの
本店辺りにもボート乗り場がありました。

北海道釧路保健所

所長

髙垣

正計

様

夏はボート遊び。冬は市民のためのリンクを作ってい

ただいま、ご紹介いただきまました北海道釧路保健

て大会などもしていましたし、アイスホッケー、スピー

所所長の高垣でございます。本日はこのような機会を

ドスケートの練習等もやっておりました。そのおかげ

いただきまして、誠

で春先に春採湖に落ちて亡くなるなどの事故があって

にありがとうござい

から、確かなくなったと記憶しております。

ます。

現在は、ジョギング、ウォーキングに最高の場所に

今回は保健所か

なっております。私どもも春夏秋冬、歩いて散歩をし

ら、今年の２月以降

ております。冬ですと歩くスキーなどもできます。そ

北海道を含め全国で

れから車も無料で止められますので、皆さん、特に転

多発している新型コ

勤族の皆さんは健康のためにもぜひご利用ください。

ロナウイルスについて私の方からお話しさせていただ

最後になりましたがコロナが本当に流行っていて、今

きます。ただ、私は感染症の専門家というよりは、単

日は保健所の所長様にお話をいただきますけれど気を

なる保健所の所長でございますので、本日の内容は国

付けて、そしてインフルエンザにも罹らないように皆

や都道府県あるいは国立感染症などからの情報を寄せ

さん、お元気にお過ごしください。

集め、それをまとめたものでございます。皆さまには、

今日は、ありがとうございました。

既にご存じのものが多々あると思いますが、この機会
に再度、情報の点検あるいは確認の時間にしていただ

■

本日のプログラム ■

講師例会「新型コロナについて」

ければと思います。
このスライドは、本日の資料作成で参考にしたもの
を一覧としています。一番上の『診療の手引き 2.2』は、

プログラム委員会

中島

徳政委員長

いまは第３版の９月版が出ております。ここにある

中島です。春採湖

ホームページなどはすべてインターネット上に出てい

では中学校がすぐ傍

て、それを集めております。皆さんも、いろいろな最

で、マラソン大会が

新の情報を知りたい場合は、このようなサイトを見て

クロスカントリーと

いただきたく思います。また、国の通知のほうは都道

言ってあの山坂の中

府県を介して保健所から各市町村、あるいは皆さま方

で酷く辛い思いをし

に伝わる情報よりも、厚生労働省のホームページを見

たことを覚えており

ていただくと、毎日都道府県向けの通知や福祉施設あ

ます。舟木さんは、多分ボートに乗って女性をたくさ

るいは医療機関向けの発出文書が全部出ておりますの

ん引っかけていたのではないかと思いますが、私も思

で、国の動きがタイムリーに分かる状況にございます。





さて、今回の「新型コロナウイルス感染症」ですが、

すので、初期症状からはコロナなのか普通の鼻風邪な

正式な名称（病名）は「coronavirus disease 2019」です。

のか、あるいはこれから流行するかもしれないインフ

略して「COVID（コビド）-19」が業界で使われてい

ルエンザなのかは、全く分からない状況です。

る言葉です。一方、新聞等では「新型コロナウイルス

呼吸器症状以外には、若い人や女性の方に結構多いよ

感染症」という名称がよく使われます。正式な病名は

うですが、「嗅覚・味覚がちょっとおかしい」との訴

「COVID-19」、そしてウイルスの名称は「SARS-CoV-2」、

えで病院を受診するような方もございます。

タイプ２型ということになります。「SARS」とは数年

感染経路については、基本的に飛沫感染、接触感染で

前、台湾・香港等で患者・死亡者が出た感染症ですけ

す。接触感染というのは、鼻をかむ時や口を触った時

れども、それに似たウイルスということで、その２型

に手にウイルスが付くので、その手でドアノブなどに

ということになります。一方、「MERS」のウイルス

触れるとウイルスも付着し、次の人がそのドアノブに

は「マーズコロナウイルス（MERS-CoV）」という別

触れて人から人の手にウイルスが付いていき、それが

の名称が付いていて、ともに動物由来のウイルスです。

口や鼻の中に入って感染すると言われています。

さて、新型コロナウイルス感染症は、潜伏期間（感染

新型コロナウイルスは飛沫感染・接触感染が一番感染

してから症状が出てくる期間）は早い人で１日、余裕

経路として多いと言われているので、ここをいかに絶

をもって最大 14 日です。感染するような行為があっ

つかが重要になります。

てから２週間を経って、何も症状が出てこなければほ

一方、接触感染、飛沫感染以外に、換気が悪く非常に

ぼ間違いなく、発症はしていないという判断の目安に

密閉された空間では、咳やくしゃみなどの症状がなく

なります。潜伏期間として多いのは、感染してから５

ても近距離で多くの人が感染している例がございま

日〜６日あたりに何らかの症状が出てくる方が一番多

す。有名なのは、カラオケ店に歌いに行った人が感染

いそうです。

をした例です。感染経路としては飛沫や接触よりもエ

スライドの一番下は「感染可能期間」です。今回の

アロゾルではないか、あるいはマイクを介して感染し

コロナウイルスは、

たのではないか、などの話もございます。

症状の発症日から２

さて、感染対策は基本的に症状がある方を調査対象に

日前ぐらいから既に

しながら、そこからの周囲への感染の広がりをいかに

感染を起こすほどウ

早く見つけるかが重要です。感染の伝播の主体、いわ

イルスが口や鼻の

ゆる「感染伝播」とは「感染して行く」という言葉な

中、あるいは肺の中

のですけれども、やはり症状がある人を早く見つけて

で増えていて、発症

検査をして、陰性か陽性かを診て、陽性であればしか

２日前の接触から周囲への感染リスクがあると言われ

る所に入院をしていただくことが基本になると思われ

ておりますが、やはり「症状のある時期が、感染リス

ます。

クが特に高い」と考えます。実際、２日前までの時期

また『３密』ということで、３つの密、
「密集」「密閉」

に感染する例はそれほど無いと思われますが、われわ

「密接」での密をいかに少なくするか。それによって、

れの感染症対策のほうでは、最大限見るということで

リスクを避けることによって感染リスクも下げること

２日前まで遡って接触者（感染したリスクのある人）

が感染対策上の方策でございます。

探しをしております。

さて、新型コロナウイルス感染症の主な症状としては、

それから、発症期間において、どこまで周囲に感染

前に説明した「呼吸器症状」で、なかには味覚や嗅覚

させるのかですけれども、いまの定説としては「発症

の異状を訴える方もございます。症状だけではなかな

してから７日〜 10 日の期間が人に感染させる時期だ

か判断がつかない難しい感染症です。

ろう」と言われています。ですので、発症から 10 日

症状の経過については、これも手持ちの情報では、

以降であれば人に感染させるリスクは極力低くなると

感染といっても約８割は軽症で経過するといわれてい

いうことで、保健所は「この人がどこに感染させた可

ます。なかには全く症状が出ない人がいて、本人も罹っ

能性があるか」を見る時には、発症２日前から発症７

たこと自体が分からない人もいると言われておりま

日〜 10 日、実際は隔離されるまでの間に接触した人々

す。病状によっては重くなったり、呼吸器症状や熱が

の状況をまとめて、それぞれ感染リスクなどを勘案し

あるなど。入院をする人もいますけれども、結構多く

ながら健康状態などを追跡しています。

は治っていくと言われております。一部が重篤になっ

釧路管内は基本的に病床数には余裕があるので、新型

たり、肺炎の状態が悪くなって亡くなるということが

コロナウイルスが陽性になった場合は、感染症の指定

ございます。

病院に入院していただくということにしています。

ただ、最近ニュースなどで取り上げられたこともあり

さて、新型コロナウイルスの症状としては、発熱や咳・

ますが、治ったとしても一部の人が肺の炎症の後遺症

呼吸症状という風邪症状と全く同じ症状が出ます。で

で呼吸状態が非常に苦しくなり、そのことで日常生活





に支障が出たとか、全身倦怠感が続くとか、ウイルス

うことも想定して生活を送って行かなければいけない

がもう出なくて治ったが体調が良くならなくて日常生

と思っております。

活に支障をきたしている人も一部いるといわれていま

一方、入院期間です。入院期間は人によって異なり

す。

ますけれども、退院をした後も体調管理ということで、

どこかの人が「コロナは単なる風邪だ」と言っている

保健所はいろいろな関係機関の協力をいただきながら

人もいますけれど、人によっては重い後遺症を起こす

４週間程度の健康観察を実施し、その人の体調が退院

ということで要注意です。一方、インフルエンザより

後も大丈夫なのかという経過も追っています。

は死亡率が高いということです。スライドの下のほう

つぎは濃厚接触者です。まずは陽性者と接点あるい

にそれぞれの病態ごとの頻度として８割、２割、５％

は接触があった方ということでリスト化（一覧表を作

などと言われており、そして２〜３％が致命的な重症

成）します。その中で特に濃厚、特に感染した可能性

化、時に亡くなることがあると言われています。

が高いという、これは推定にしかならないけれども、

重症化のリスク、これは少し古い内容のスライドに

こういう状況の人は「濃厚接触者」と位置付けて詳し

なりますが、やはり 65 歳以上の高齢者、クルーズ船

く調査をすることにしております。国の濃厚接触者の

の場合もあったように、年齢が高いと若い人よりは体

考え方を参考にしながら、感染可能期間である発症２

力的に弱く重症化しやすいと言われます。また、いろ

日前から病院に隔離されるまで、あるいは自宅待機を

いろな慢性疾患や生活習慣病に罹っている方もリスク

かけられるまでの間に接触した人を、ご本人（陽性者）

があります。スライドの左下のように、太っている方

から行った飲食店名を聞いたり、誰に会ったとかを全

も重症化のリスクがあるということです。傾向として、

部聞き取ったり、何時頃どこのスーパーマーケットへ

男性の方が重症化しやすい。高脂血症などの生活習慣

行ったかとか、タクシーであれば何時頃のタクシーに

病や、確実な裏付けは厳しいですけれども、たばこを

乗ったのか、そのタクシー会社名などを聞いておりま

吸っている方が重症化すると言われております。こう

す。同様に、飛行機に乗ったのであればどの席に座っ

いうリスクのある方は要注意ということです。罹るま

たのかなども。飛行機については航空会社に問い合わ

えに、できれば生活習慣を変えながら、万が一感染し

せて、隣の席や前後

ても重症化しない身体を作っておくことが重要になっ

に誰が座っていた

てきます。

か、これは飛行機で

次は、潜伏期間と感染可能期間をまとめたのです。

あれば分かりますの

中ほどに「発症日」を書かせていただきました。発症

で調べます。同じく

日の前には潜伏期間がございまして、発症日の２日前

都市間バスであれ

からウイルスが陽性確定して隔離されるまでが周囲へ

ば、どこの席に座っ

の感性可能期間です。

て前後が誰か、これもバス会社で名前が分かれば、そ

保健所は感染可能期間に、この人がどこに広げたかと

れを全部把握して該当する乗客の健康状態の追跡をし

いう感染した相手を探していきます。まい接触した人

ています。また、同居家族は基本的に濃厚接触者になっ

を一覧表にして、その感染リスクを見ながら毎日の健

てきます。それから「長時間」の時間設定（何分など）

康状態の追跡、確認あるいは必要に応じて新型コロナ

はありませんが、車内や航空機内で長時間、特に近い

ウイルス検査を行っていくことをしております。

距離にいた方を濃厚接触者として捉え、個々の感染リ

一方、この人がどこで感染したのかも調査上で重要に

スクを考えていきます。一方、医療の現場や福祉施設

なりますので、その人が過去 14 日間にどこへ行った

の現場では “適切な感染防護なし” で接触したのかど

のかを詳しく聞かせていただいております。道外へ

うかの状況を確認します。この適切な感染防護とは

行ったのならどこの県へ行ったのか、どこの空港を利

サージカルマスクの着用が基本で、お互いがマスクを

用したのか、そして飛行機であればどの席に座ったの

していたかの状況を聞きながら、そういう感染防護が

かなどを本人のご了解をいただき、詳しく聞いて感染

不十分な状況で、患者や陽性者と接触、診察・看護、

した場所を探すのです。どこで感染したのかの特定は

あるいは介護をしていた方を濃厚接触者と位置付け、

難しいものがあります。家庭内であれば、誰がまず発

感染リスクの評価をしていきます。

症して家族に感染していったのかなどは比較的分かり

スライドの一番下の条件は、これは医療機関、施設

やすいのですが、多くの場合は１人陽性者が出て、そ

での状況が該当すると思います。気道分泌物、痰が絡

してその方にその日（日々）の行動を聞いても感染し

んだ時に痰をとる行為もありますので、その時にきち

た場所が全く分からないということが、結構多いです。

んと手袋をしていたか、素手に触れた後きちんとアル

今回の新型コロナウイルス感染症のとして、日々の生

コール系の薬剤で手指を消毒をしていたかなどを聞き

活のなかで感染するリスクが高いと考えられますの

ながら、濃厚接触者の該当の判断をしていきます。

で、私も多分皆さんも、いつかどこかで感染するとい

最後のその他の条件です。これは日常生活上でよく





使います。手が触れる間隔で目安として１ｍ以上の距

Ｒ」と聞かれるウイルス遺伝子を増幅させて診る検査

離があったかどうか。また、必要な感染予防策、要す

ですけれども、これは採取した検体の中にウイルスの

るに日常生活でサージカルマスクは基本ですので、マ

遺伝子がいるかどうかを診ている検査です。唾液を使

スクをしていたかどうか。もしマスクをしていなけれ

うほうは、発症日から 10 日以降は、ウイルスそのも

ば、その患者との接触が国が設定した条件の 15 分以

のが唾液中のウイルス量が少なくなるということで、

上か。ただ、環境や状況によって感染リスクは変わる

10 日以降であれば唾液ではなくＰＣＲの遺伝子増幅

ので、基本的にこの４つの条件を使いながら各保健所

のほうを勧めるとなっています。

で感染リスクを見ながら、接触者の中から感染リスク
が高いと思われる濃厚接触者を絞り込んで、その人に

このスライドも少し古くて、10 月初めころ厚労省は、
「鼻咽頭ぬぐい液ではなく鼻腔の少し手前の鼻腔ぬぐ

はウイルス検査を受けていただきながら健康状態を確

い液でも鼻咽頭ぬぐい液同様に扱ってよい」と、国は

認、追跡調査をしていく状況になっております。

検査方針を広めております。流れとして国はどんどん

一方、濃厚接触者への対応としては、陽性患者との

より緩やかにしています。検査は、国があえて検査数

最終接触から 14 日間、一番最後に会った日から 14

を増やすという意向もあってか、どんどん基準を緩め

日間は毎日健康状態を確認します。基本的に体温を

てきているのですけれども、実際いろいろな実例を集

計ってもらい、その状態を確認する。体温以外に疑わ

めてきた中では、確実な検査・完璧なものはないので

しい発熱が出てきたか、喉が痛いか、下痢やお腹が痛

当然、偽陽性も偽陰性も出ています。その時の判断が

いかなどを全部聞いて、疑わしい症状があれば、保健

非常に難しいものがありますけれど、検査で陽性だか

所が専門医療機関と受診調整を行い、そこで診察を受

らということと、本当に陽性なのかどうかは、総合的

けてもらう。それから必要に応じてウイルス検査を受

に病状やその人の行動歴を見ながら判断をしないとい

けていただいて、ウイルスが増えてきているのか、な

けないと考えます。もしかすると、ときとしてコロナ

いのかを確認をさせていただいています。

検査の偽陽性の場合もありえますので、コロナ患者と

濃厚接触者の方についても、最終接触から 14 日間
はなるべく自宅で待機して、あるいは極力外出を控え

なると社会的影響が大きいので、そこは慎重に考えな
ければいけないと思っております。

て、日常生活に大きな支障をきたさない範囲で多くの

次のスライドは簡易抗原検査です。インフルエンザ

人と接しないような

検査キットと同じような抗原検査のキット検査です。

生活をしていただい

これは定性法というものでして、だいたい 30 分〜１

ております。マスク

時間ぐらいで結果が出るものです。これが診療所や病

着用や手洗いなども

院の方でも結構導入されて、疑わしい方は鼻咽頭ぬぐ

注意をしていただい

い液を採って検査をしております。

ております。「家族

この検査もそれぞれ望ましい条件があって、鼻咽頭ぬ

の中でもマスク」は

ぐい液であれば発症から２日目〜９日目ならより精度

非常に不思議な家庭環境になりますけれども、マスク

の点で信頼性がおけるといわれています。発症日と発

着用の家庭生活をしていただき、お互いの感染リスク

症後 10 日以降は、鼻咽頭拭い液の簡易キット、いわ

を下げていただくこと。風呂であれば最後に、トイレ

ゆる定性検査の簡易キットは、少し精度と信頼性が揺

であれば使用した後はアルコール系の消毒剤で触れた

らぐので、その場合は検査結果が「陰性であったとし

部分を念入りに消毒して、家庭内で 14 日間、様子を

ても、ＰＣＲ検査で確認してください」となっていま

見てもらうことをしております。

す。現時点では、この簡易式の抗原定性検査での唾液

外出を控えていただくことは、その人が外出をする

の検査は開発中でまだありません。

ことによって風邪やインフルエンザに罹ってしまう

それぞれウイルス検査は、このような流れになってい

と、どちらなのか分からないですし、症状から本人が

ます。検査は完璧なものはございませんし、ウイルス

コロナ発症を疑われるという本人の不利益もあります

検査には限界があります。ウイルス量も人によっては

ので、なるべく他人から風邪を受けないように、濃厚

増加する早さが違うので、検査をして、体内にウイル

接触者の方には「自主防衛をしていただきたい」とい

スがあったとしても、検出限度以下のウイルス量でし

う意味も込めて、外出を控え自宅待機をお勧めしてお

たら反応しないので、反応は陰性になります。それを

ります。

通常「偽陰性」と言います。一方、十分体内にウイル

次は、ウイルス検査のスライドです。検査としては

スがあったとしても、採ったその検体、スワブ液、鼻

今、遺伝子増幅検査と抗原検査の２種類、定量検査と

の奥の粘液、喀痰、唾液など、その中に十分な量のウ

いうものもあります。これはそれぞれ有症状と無症状

イルスが入っていないと検査では検出限度以下になっ

によって使い方が分かれております。喀痰・鼻咽頭ぬ

て反応は陰性という結果が出ます。それも偽陰性です。

ぐい液であれば有症でも無症でも適です。よく「ＰＣ

一方、十分ウイルスが採れていたとしても、検体には





その人から出てくる様々な物質が入っていますので、

客様をなかなか断る訳にはならないので、マスクの着

人によっては検査の反応液や反応を阻害するようなも

用を促す。透明のビニールシートをカウンターなどに

のを持っている人がいて、それで反応が陰性という方

垂らしておきながら、従業員がお客様から飛沫を浴び

もいます。ですので、検査ではこういう偽陰性がある

ないような設備・管理をする。あとは、どのような感

ということも頭の片隅においていただきたいです。ま

染予防の取り組みをしているかを店舗で書いて（表示）

た、あえてここでは書かなかった「偽陽性」という反

いただくこと。また、国の COCOA をスマホに入れて

応もあります。その１つの検査に絞ってしまうと間

いただき、陽性者との接触状況を早く見つけるという

違ってしまう可能性があるので、胸の写真や血液デー

ことが重要になると思います。

タ、そして他の検査結果等を見ながらやっております。

このスライドが文章に書いたもので、スタッフのマス

また、どうしてもこの検査が「状況的に変だ」と思っ

ク着用と、こまめな手洗いや健康管理です。それから

た時には、もう一度検査をしてより精度の高いものに

定期的な清掃、消毒、距離を置いて間仕切りなどをし

して確定などをしております。

て、なるべく飛沫などをお互い浴びないようにする。

次のスライドは、感染予防の呼びかけということです。

お客様には、手洗い・マスクを促す。

これはいろいろなところに出ていますが、「距離を置

保健所でも、来客者が入ってくる所にポスターを貼り、

いて」、「手を洗って」、「マスクをして」です。咳エチ

窓口に置いている手指消毒剤で消毒をしてもらうよう

ケットは、基本的にマスク着用のほうが良いです。袖

に呼びかけております。お客様に安心感を与えるため

口で口を抑える動作は、咳をされるとそこにウイルス

にも、事業所でもどういう取り組みをしているかを、

が付いているので、その手を振り回されると空中にウ

お客様へのポスター掲示等により積極的にお知らせい

イルスが飛び散るおそれがあるので、基本的にマスク

ただきたいと思います。

をしていただきたいです。そして、「部屋の空気の換

このスライドは、国や業界が作成した業種ごとの感染

気をして」です。エアロゾルや空気中に小さな微粒子

拡大予防ガイドラインに関する内閣官房ホームページ

が飛んだとしても、空気を換気することによって空気

ＵＲＬ（https://corona.go.jp）です。いろいろ簡単な

中のウイルス量が減れば、その中に居たとしても感染

ガイドライン、業種で感染予防としてどのようなこと

するリスク、確率は低くなるといわれています。

をするのかなどが UP されていますので、時間がある

また、接触アプリとして、道コロナ通知システムと国

方は、この内閣官房ホームページを見ていただくと業

の通信システム「COCOA」があります。その他に、
「３

種ごとの感染予防対策が掲載されておりますので、閲

密を避ける」、「テイクアウト」、「デリバリー」など、

覧していただければ、と思います。

要するに密になるようなところを極力避けることが予

このスライドは、国のほうで作成した新しい生活につ

防につながります。ただ、経済的なものもありますの

いてです。もう、新型コロナウイルスが消えることは

で、そこは予防に気を付けながら、飲食店も経済行動

ないと思われます。新型コロナウイルスがあるという

も元に戻さなければいけないということがあります。

前提で、生活の行動様式をそれに備えたものに柔軟に

あとは「オンライン」の活用です。オンラインとは、

代えていかないといけない世の中に変わってしまった

人との接触を避けるとか、会議も Web 会議でなるべ

と思います。これは、これまでお話ししたのと全部同

く集まることを避けるということです。いまは、小声

じように距離（間隔）、会話の位置、マスク着用、手

で喋ると顔を近づけてしまうので、喋る時にはマスク

を洗うなどの留意事項です。手指洗浄は水で素早く洗

をして、距離をおいて。そして大声を張り上げないで、

うのではなく、長めに時間を取って石けんなどで洗い、

静かに議論を戦わせることなどが重要であると思いま

手の表面をきれいにする。それから日常生活での咳エ

す。

チケット、３密を避けることもあります。こういうこ

事業所におきましても、マスクの着用や健康管理を心

とは全部、各種のホームページやいろいろなネットな

懸けてください。従業員の方は出勤する前などで発熱

どでご存じだと思うので、これをで可能な範囲で少し

があったら出勤しない。体調が悪い時には職場と連絡

ずつ日常生活に組み込んで生活をしていただければ、

をとって職場の指示を仰ぐ、ということを徹底したほ

と思います。

うが良いと思います。無理をして出勤し、もしコロナ

最後に、早口になって申し訳ないのですけれども、新

でしたら同僚が接触者となるので、その会社自体の事

型コロナウイルス感染症はわれわれの生活に身近な感

業継続計画、事業・経営に影響しますから、これは従

染症になっています。私もどこかで感染するかもしれ

業員への指導で十分お気を付けいただきたいと思いま

ません。感染することを想定しながら、感染したらど

す。

うするかなど、家庭内で相談する機会を持っていただ

執務室もこまめに換気、人が多く触れるような所は頻

ければ、と思います。例えば、保健所から言われたら

繁に消毒・清掃をすること。会議や執務室でもお互い

公表原稿でどこまで言うかとか、もし従業員が発症し

距離をとりながら。お客様も、マスクをしていないお

た時、職場としてどういう対応をするかなど、今のう





ちに考えておいたほうが良いと思います。

ます。

以上、雑ぱくな話になりましたが、保健所のほうから

おそらく不眠不休で仕事に追われ、大変なことになっ

新型コロナウイルス感染症の話とさせていただきまし

ておられるとは思いますが、ぜひお身体に留意して健

た。どうもありがとうございました。

闘されることをお祈りいたします。
本日はありがとうございました。

会長謝辞

舟木

博会長

本日は、事実柄大変お忙しい中、当クラブにおいで
いただきご講演をいただきありがとうございました。
このウイルス対策のためにあらゆる分野の大きな変化
に翻弄されております。われわれ経済人にとってもま
さに生死をかけた状態になっておりますが、特に保健
所の皆さまの活躍には心よりエールを送りたいと思い

本日のニコニコ献金
■泉

敬君

同期五十七名と共に日本弁護士連合会から在籍六十年表彰を受けました。
今年度累計

157,000 円
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月間テーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

米山月間にちなんで（担当：米山記念奨学会委員会）

次週例会

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

「もてるワインのたしなみ方」（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：田内

康章君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

舟木

博会長

皆さん、こんにちは。食事の方はお続けください。

においては、特別累計 100 万円に達した時に「米山
功労クラブ」となります。釧路クラブは 20 万円くら

今月はロータリーの米山月間ということで、米山記念

いずつやっていますので普通に行くと４〜５年でメ

奨学会について少しお話させていただきます。

ジャークラブになります。普通寄付と特別寄付の累計

当クラブではこの時期、ナユタの会を中心に米山チャ

が 1,000 万円に達すると「1,000 万円達成クラブ」

リティーゴルフを例

ということで表彰されます。

年行っております。

余談ですが、ヤフーオークションを見ますと、メダル

参加者からは米山委

にケースとリボンが付いて、たった 2,000 円で出品

員会に浄財をいただ

されていてがっかりいたしました。

いております。ゴル

ロータリー米山記念奨学会は国内の民間団体としては

フが趣味の方はこれ

最大の国際奨学事業になっております。近年では毎年

からもどうぞよろし

860 名を支援し、累計では本年度末までに 21,624 名

くお願いいたします。

となりました。その出身国は 129 カ国と地域に及び、

皆さんご承知のとおり米山記念奨学金は全国のロータ

国別は中国が一番多く 7,406 名。続いて韓国 4,592 名、

リアンからの寄付金で成り立っております。われわれ

台湾 3,527 名、ベトナムが 1,149 名、マレーシアが

ロータリーメンバーはほとんど自覚なしに上期 1,000

1,007 名、以下インドネシア・タイ・バングラデシュ・

円、下期 1,000 円と計 2,000 円を毎年寄付して米山

ネパール・モンゴルの順になっております。

に貢献しております。

ここで、簡単な米山記念奨学金についておさらいしま

事業規模は普通寄付と特別寄付で運営されており、総

すと、目的は将来、奨学生の母国と日本との架け橋に

額は 14 億 4,000 万円とのことです。また、高額寄付

なり、国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学するこ

者には「米山功労者」という称号が得られます。ちな

とを目的としております。優秀とは学業に対する熱意

みに当クラブでは清水幸彦パストガバナーが５回、邵

や優秀性はもちろんのこと、異文化の理解、コミュニ

龍珍パスト会長が３回で、現役メンバーでは上位２名

ケーション能力に優れているという点が含まれており

です。

ます。

個人の特別寄付が 10 万円ごとに感謝状・メダル・盾

ロータリー米山奨学生はロータリークラブを通じて、

の順に寄贈されます。最高位は累計 100 万円になる

日本の文化・習慣に触れ、社会参加と社会貢献の意識

と「米山功労者メジャードナー」となります。クラブ

を育て、将来、ロータリーの理想とする国際平和の創





造と維持に貢献する人となることが期待されておりま

また、「学生支援緊急給付金」が日本政府から出てい

す。

るのですが、これは二重受取にはならないということ

また、米山奨学金には奨学金による経済的な支援だけ

で、対象者が選ばれたら加給する流れで動いているよ

ではなく、ロータリークラブ独自の世話クラブとカウ

うです。マスクの支援事業は毎月続いて動いているよ

ンセラー制度による支援がございます。世話クラブと

うです。

は、１人の奨学生に対して１つのクラブが担当し、月

昨年の米山寄付金ですが、寄付金としては 13 億

1 回の例会出席に奨学金を受け渡し、例会スピーチ、

3,600 万円ということで、コロナ禍の中で減収が続い

その他親睦活動・奉仕活動への参加を行います。そし

ているようです。ちなみに１人あたりの寄付金が

て、ロータリー会員と積極的な交流をし、国際交流・

2500 地区は最低で、6,000 円くらいになっているよ

相互理解を深めるとともにロータリーの奉仕の精神を

うです。

学びます。

また、学友会中心なのですが、医療支援プロジェクト

残念ながら、当クラブでは長い間途絶えており残念に

ということで医療物資支援が実施され、メディカルマ

思っております。これから特に、若い会員の子弟に海

スクや感染防止キットなどの医療キットを市場価格よ

外留学の機会を作り、また、家庭に受け入れていただ

り安く提供するという動きもあるようです。個人もあ

きたいと思っております。

り、地区の 41 クラブで計 100 件くらいからの購入

それでは、今日のお話を終わらせていただきます。清

者のおかげで、地元の医療機関に寄贈しているといい

聴、ありがとうございました。

ます。
2021 年度の奨学生なのですが、1900 人くらいの募

■

本日のプログラム ■
米山月間にちなんで

米山記念奨学会委員会

濱谷美津男委員長

集があり 630 人くらいが選定されて、実質では人数
が増えて 890 人くらいが今年度の奨学生となるよう
です。
8 月に理事会・評議会を開きまして、今年度の理事長

こんにちは。米山

等が選出され、決定されています。入国できない方は

記念奨学委員会の濱

例会などにラインで参加したり、メールしたりして動

谷です。米山記念奨

いています。

学会のことについて

『米山月間』がどうして 10 月か。本来は４月、28 日

はメンバーの皆さん

が米山の逝去された時なので、それから 1 週間を米

には私より詳しい方

山週間としていたようなのですが、『ロータリー雑誌

もたくさんおられる

週間』が４月に行わ

と思いますが、米山月間にちなんで 2017 年にできた

れていたことから、

ビデオですが、ご覧になって米山記念奨学会のことに

重複して大変だとい

ついて、今一度学んでいただければと思います。よろ

うことで 10 月に移

しくお願い申し上げます。

行した流れになって
います。あと、地区

（ビデオ鑑賞）

の米山委員長に対し
てウェブ相談も実施されています。

ビデオはまだ続くのですが、この辺にさせていただ

最後になりますが、10 月 25 日に米山記念奨学会チャ

きます。

リティーコンペを釧路カントリー東コースで９時 54

最近のことではなく、新型コロナが感染した中でどの

分スタート。ダブルペリア方式で行いますので、まだ

ようなことをしてきたかを『ハイライトよねやま』の

参加されていない方でも参加できますのでよろしくお

記事を元にご説明しようと思っております。

願い申し上げます。

「ウェブを活用して学友会の方が感謝祭として行って
きた」とか、「学友会の皆さまによるマスクの支援事

簡単ですが以上で終わらせていただきます。ありがと
うございました。

業で、日本にもマスクを届けていただいている」とい
うことがありました。
そんな中、奨学生の方の出入国の問題がありまして、
「入国できない」「出国できない」ということで、最大

2022 年規定審議会制定案提出についての審議
議長

舟木

博会長

ただいまより 2022 年５月、シカゴで予定されてい

90 日という流れの中で措置をとっていこうというこ

る国際ロータリー規定審議会制定案提出の件を釧路ク

とから、８月以降もどうしていくか検討されて、今は

ラブとして審議と決議を行いたいと思います。

地区でもその対策を取っています。

その前に、小船井パストガバナーより制定案の趣旨及





び効果の説明をお願いいたします。

提案は、クラブ・地区・地区大会、規定審議会の中、
あるいはＲＩ理事会およびＲＩＢＩ（イギリスが国際

制定案の趣旨及び効果の説明

ロータリーを構成する独立した団体ですので、イギリ

小船井修一パストガバナー

スとアイルランドの国際ロータリーの別組織）が提出

皆さん、よろしく

することができます。それから見解表明案、これは理

お願いいたします。

事会のみですがＲＩの立場を表明するものであり、こ

規定審議会に関しま

れも重要な部分を理事会が特権として持っておりま

して、ご存知のない

す。

方もおられると思い

規定審議会の会場・今回はシカゴのヒルトンです。ロー

ますので、若干その

タリーの 530 〜 540 に近い地区の代表議員、オブザー

説明を加えながら、

バー、規定審議会の委員会メンバー、それからＲＩ理

釧路ロータリークラブとして制定案を提出するにあ

事会、財団の理事を含めて 700 人くらいが集まる会

たってご審議いただくことをお願い申し上げたいと思

合です。

います。

今回の規定審議会案は、10 月 15 日に皆さまに上程

規定審議会は３年に１度、いつもシカゴで開催されま

させていただくことになります。2020 年 12 月 31

す。最近は 2013 年、2016 年、2019 年の規定審議

日がクラブ並びに地区が提出できる制定案の提出期限

会の中で「例会の在り方」などさまざまなロータリー

です。2500 地区として来月 15 日が地区に立法案を

クラブを規定するものがどう変わったのか、代表的な

提出する締め切りになっています。そういう意味で、

ものをご紹介させていただきます。

１カ月前に皆さまにご提案申し上げる次第です。

2013 年の規定審議会（COL といいます）が「会員身

代表議員の研修会は来年ですが、今回皆さまにお諮り

分の制限を緩和する。仕事をしていない人に入会資格

する制定案の審議をする規定審議会が 2022 年４月に

を認める」と、その是非はともかく職業人で構成され

シカゴで開催される予定です。このスケジュールをご

るロータリーとしては画期的な制定案が審議されまし

理解いただいた上で、私のほうで僭越ながら考えさせ

た。

ていただいた「釧路ロータリークラブの制定案」です

2016 年も大きな部分がありました。「柔軟性、会

が、今まで過去２回、４件制定案を出しております。

員の身分、例会の持ち方、出席について、標準ロータ

決議案は３回出しておりますので、今回、５回目の制

リークラブ定款に従わないクラブ細則を認める」とい

定案になります。

うことで、一面ではロータリークラブとしての自治権

４年前の 2016 年の審議会では 16−82 番で「従来型

あるいは主体性を維持することが明確になったことと

クラブとＥクラブの区別をなくす件」が採択されまし

同時に、例会も「毎週ではなくて月２回でもいい」と

た。結果オーライかもしれませんが、このコロナ禍の

いう緩和、あるいは柔軟性を認める形になりました。

中でクラブが実際ではないオンライン例会を開催する

2019 年の規定審議会。これは昨年開催されたもので

法的な根拠を「16−82」で決めたと思っております。

ありますが「ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）にＲＩ

それから「16―87」は、ご存知だと思いますが地区

会員資格を付与する」ということで、国際ロータリー

は番号で制御されていますが、「地区番号に（北海道

を構成するメンバーになりました。これも画期的なこ

や新潟や東京などの）地理的呼称を付記することを認

とでありました。それから規定審議会の改革の中で、

める件」を出しまして採択されたのですが、理事会か

決議審議会が毎年オンラインで開催されますが、オン

ら「毎年 20 万ドルの経費が掛かるからやめろ」とい

ラインの中で「決議案審議の他に理事会が緊急制定案

うことで、再審議で否決された残念な結果でありまし

を出すことができる」と、これも大きなことですが、

た。

さまざまな規定審議会の改革が決まった部分でありま

2019 年の審議会では、「19―47 ガバナーノミニーの

す。

資格条件を改正する件」では６票差で負けました。

それでは次に、規定審議会はどんなものなのかをお話

そういう意味ですごくいいところまで行っていること

申し上げます。立法案という、基本的に法律の中身が

だけご理解いただければ幸いです。今回は、釧路ロー

下に組織規程と書いてあります。組織規程は国際ロー

タリークラブが提出する制定案の背景として皆さまに

タリーの定款、国際ロータリーの細則および標準ロー

ご理解いただければと思います。

タリークラブ定款。私ども釧路ロータリークラブが

ひとつは規定審議会で国際ロータリーの理事会と地区

持っているロータリークラブ定款は全世界一律である

クラブとの権限の格差があり、その権限の格差を修正

ということだけ付言させていただきます。ということ

する制定案であることをご理解いいただきたいので

は、ロータリークラブは標準ロータリークラブ定款を

す。

遵守する義務があります。

では、どういう形で理事会とわれわれの格差があるの





かと言いますと、一番目に「提出制定案は、地区は５

早速ではございますが、小船井パストガバナーの説明

件まで。理事会は無制限」。地区では５件以上を出す

された規定審議会制定案について何かご意見ご質問の

ことができません。理事会は 10 でも 20 でも 30 で

ある方がございましたら、挙手の上、発言してくださ

も出すことができる。

い。

二番目、毎年 10 月、先ほど申し上げた「決議審議会
は緊急制定案を提出できる」。今回は 10 月 15 日の今

特に異議なしということで皆さまの拍手をもって決議

日から始まるオンライン決議審議会で理事会は緊急制

をさせていただきます。

定案を出しております。それから、「理事会のみ見解

皆さま、ご協力ありがとうございました。

表明案を提出できる」。これは昨年、2019 年の規定

なお、本件的にも定足数の条件は満たされております

審議会で見解表明案を理事会で出しました。皆さん、

ことをご報告いたします。最後に小船井パストガバ

ご存知かと思いますが、「国際ロータリーが寄付を受

ナーより一言ございましたら、よろしくお願いいたし

ける団体になる」に関して審議をして大きく揉めまし

ます。それでは、議長の役目を終わらせていただきま

たが、見解表明案として採択されております。

す。

最後に「制定案の提出締め切り」。今日、私が出す一
番の部分ですが、制定案の提出締め切りは今年の 12
月 31 日です。ＲＩ理事会は来年の 12 月 31 日。１年

小船井修一パストガバナー
まずもって、採択いただけたことを感謝申し上げま

間の提出するギャップがあるわけです。われわれは１

す。ありがとうございました。

年前、ＲＩ理事会は１年遅れて１年後に出すという

北海道 2500 地区は関心が薄い地区なのです。2500

ギャップがあることについて、今回はそのギャップを

地区で過去に制定案を出したクラブは今のところ３つ

埋めるための制定案を提出させていただく次第です。

しかありません。紋別港ロータリークラブは決議案で

それで、具体的にどういう制定案なのかというと極め

した。釧路北クラブが 2 件。そして、私どもは今回

てシンプルです。

８件目です。いろんな意味で件数を出せばいいという

「制定案の見解表明案の締め切り日の改定の件」。提案

話ではなくて、一番大事なことは、いまＲＩ理事会が

者は釧路ロータリークラブ。「国際ロータリー細則 7

ジョン・ヒューコ CEO 最高経営責任者を中心にして

の 035、制定案と見解表明案の締め切り日」という

トップダウンの運営をしようとしています。さまざま

ことで。制定案はすべて規定審議会が開かれる「ロー

なルールを変えていきながら、良かれと思ってやって

タリー年度の前半、前年度の 12 月 31 日」を消して「来

いると思いますが、さまざまな改革をしようとしてい

年の６月 30 日」に。１年のギャップを半年に縮める

ます。しかし、われわれロータリアンは自治権を持っ

という提案であります。ＲＩ事務総長に提出されなけ

た独自のクラブ運営のできるクラブだと私は思ってい

ればなりません。

ます。

あとは変更ありませんので理事会を割愛させていただ

そういう意味でローターアクトをメンバーにするのも

きます。

私は基本的に反対でした。そういう状況の中で私たち

基本的に今回、オンラインでバーチャルな形での理事

にとっては、草の根で全体の組織規程を変えるたった

会や委員会など、さまざまな部分でコロナ禍において

ひとつの手段が規定審議会です。われわれ自身が問題

のコミュニケーションのギャップが埋まっている状況

意識を持ち、何かを変えていこうという場が規定審議

の中で、そういう意味では６月 30 日。半年遅れたと

会しかないことを皆さんにご理解いただければと思い

しても制定案を提出できるのではないかという提案で

ます。

ございます。

関心をもっていただきながらも、私はできる限り今後

以上、私からの提案の趣旨を説明させていただきまし

もこういう形の制定案を出していきたいと思っていま

た。どうぞよろしくご審議いただければと思います。

す。それではご理解をよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

以上、よろしいでしょうか。どうもありがとうござい
ました。

議長

舟木

博会長

小船井パストガバナー、大変丁寧な説明ありがとう
ございました。

本日のニコニコ献金
■須藤

隆昭君

はじめての本「旅する鍼灸院」が発刊されます。
今年度累計

158,000 円
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RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：親睦活動委員会）
本日のプログラム 「もてるワインのたしなみ方」
第 7 分区ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事表敬訪問例会（担当：理事会）

次週例会

■ロータリーソング：「それでこそロータリー」
■会員数

■ソングリーダー：織田

亨君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

一般社団法人 日本ソムリエ協会道東支部 副支部長 今

会長の時間

舟木

博会長

秀雄様「魚介とワインの K」オーナー

の観光地の訪問先のひとつになっているそうです。東

皆さん、こんばん

京大学土木工学科を 1910 年（明治 43 年）に卒業し

は。本日はだいぶ前

てすぐ、当時の台湾総督府土木局に勤め、56 歳で亡

に亡くなった皆さん

くなるまで、ほぼ全生涯を台湾に尽くしました。

ご存じの台湾の李登

34 歳で、総督府を辞め、旧台南州嘉南大圳水利組合

輝さんの話をと思っ

で 10 年間にわたり難工事にあたりました。この工事

たのですけれど、李

は当時、東洋一の規模でした。世界一と言われたフー

登輝さんの話をする

バーダムに匹敵する最新技術と斬新な彼独自の工法と

と相当長くなりますので、李登輝さんの本に出ていた

アイデアをもって造られました。その規模は戦後の農

「台湾で一番愛されている日本人」の八田與一（はった・

業用水事業の象徴とされる愛知用水の 10 倍の規模を

よいち）さんの話をしたいと思います。
台湾へ何度か行っていますけれど、八田與一さんの

誇ると言われております。工期は 10 年、費用は当時
の金額で 5,400 万円。10,000 円で 3,000 万円〜

ゆかりの地にまだ一度も行っていないので、次回、皆

4,000 万円ぐらいの値打ちかなと思っております。あ

さんで台湾ロータリーへ行った時に寄ってみたいと

と１億 6,000 万トンのダムの貯水量です。灌漑用水

思っております。それでは、八田與一さんの話をさせ

の水路は 6,000 ㎞に及び、防水・護岸堤防が 228 ㎞、

ていただきます。

土堰堤築造工法は半水成式工法となっております。こ

一番有名な日本人・八田與一さん、その妻・外代樹
（とよき）さんともに台湾人に尊敬され、大事にされ

の工事は不毛の大地と言われた台南平野を台湾最大の
穀倉地帯に変えました。

ております。

八田與一氏は、ただダムを造っただけではなく、有効

彼が造った烏山頭ダムの恩恵を受けている嘉義・台南

に管理をするソフトウエアまで作りました。農民に対

平野の広さがなんと 15 万町歩の農地に住む 60 万人

しては連日、技術指導を組合を通して行い、当時は画

の農民から現代も神として祀られております。八田さ

期的な「三年輪作給水法」という方法を行い、全ての

んには八田神社という神社もあり、銅像と墓も現地に

農地に水が行き渡るようにしました。その結果、慢性

あり地元の人々に守られているそうです。また毎年お

的な干ばつ、塩害、そして洪水を解消することができ、

祭りも行われているそうです。

地元の水稲・サトウキビ・雑穀の３つの農法の全部に

八田與一さんは 1886 年（明治 19 年）、石川県金沢

水を給水すると足りないので、雑穀やサトウキビは水

市に生まれております。ですから彼の土地も台湾の人

の量を調整できるので、３年に１回という輪作を行い





ました。

今日は見えていませんが、小野寺君が厚岸のワインの

八田與一さんは、技術者として大変優れていただけ

方をお連れしての例会がございました。本日は、例会

ではなく、人間としても素晴らしい人間でした。肩書

でワインを飲む方が増えてきていますので、お話をさ

き・人種・民族の差別を一切しない人でした。また、

せていただきましてこのような形になっております。

その工事中に関東大震災があり、予算が大幅に削られ

講師の方は、先ほ

たことがありました。その時、幹部は「優秀な人材を

ど舟木会長からご紹

残すように」と進言しておりましたが、八田さんは「大

介がありました。
『日

きな工事では、優秀な少数の者より平凡な多数の者が

本ソムリエ協会』と

仕事を成す。優秀な者は再就職を簡単にできるが、そ

いって会長が田崎真

うでない者は失業してしまい生活ができなくなってし

也さん、テレビによ

まうではないか」と言って、優秀な者から先に解雇し

く出て来る頭の薄い

たと言われております。彼の部下・先輩・上司を大事

会長さんでして、その方が国際の会長にもなっている

にするエピソードは、幾多あるそうです。

ということで、日本人の舌とかおもてなしの心が認め

彼の最期は、1942 年（昭和 17 年）5 月７日に陸

られているからかなと思っております。日本に確か

軍からの命令でフィリピンへ向かう途中、船が撃沈さ

50 支部あるのですが、道内４支部の中の道東支部副

れ亡くなっております。享年 56 歳でした。また妻・

支部長であられます。釧路市内では、唯一の役付のソ

外代樹さんは３年後、敗戦で日本人が帰国しなければ

ムリエ様となります。

ならない時に烏山頭ダムの放水口に身を投げて八田氏

お店は、宮下ビルの１階で『魚介とワインＫ』を経営

の後を追ったそうです。御年 46 歳だったそうです。

されております。

李登輝さんは日本の公義「ソーシャル・ジャスティス」

乾杯の前に、「所作」や「こんなことをワインを飲む

を取り上げ、「義を重んじ、誠を持って率先垂範、実

時に楽しんでほしい」ということを最初に聞いていた

践躬行する日本精神・道徳体系が八田氏の土台となっ

だいてから乾杯の予定になっておりますので、皆さん、

ている」と言っております。

少しの時間お願いしたいと思います。

大変難しい言葉ですけれど、われわれ日本人が敗戦後

それでは、今さん、お願いいたします。

に失われた美しい日本人の姿が八田氏の姿に代えて台
湾の地に残されていることに感銘を受けました。
次回、ロータリーで台湾に行くときは、ぜひ台湾の烏

日本ソムリエ協会道東支部・副支部長
『魚介とワインのＫ』オーナー

山頭ダムを訪れたいと思います。

今

秀雄様

皆さん、こんばん

皆さん、ご静聴ありがとうございます。

は。日本ソムリエ協
会道東支部・副支部

■

長という長くて偉そ

本日のプログラム ■

うな感じですけれど

夜間例会「もてるワインのたしなみ方」

親睦活動委員会

佐藤

も、たまたま例会に

貴之委員長
皆さま、こんばん

参加していたことが
縁でそういう役職に付くことになりました。

は。親睦委員会の佐

僕は『ソムリエ』の資格を持っていますけれども、料

藤と申します。本日

理人です。料理人がソムリエの資格を取ることがまだ

の司会を仰せつかっ

まだ少ないのですけれども、やっぱり料理とワインは

ております。よろし

とても切り離せないものです。それを一緒に楽しんで

くお願いいたしま

いただく、道東の食材と一緒にワインを楽しんでいた

す。

だくということで、いま宮下ビルの１階で『魚介とワ

本日は中島委員長肝煎りの例会となっております。講
師のお客様がお見えになっておりますので、中島プロ
グラム委員長より講師のご紹介をお願いします。

インＫ』というお店をしています。
いろいろ話しをするのもなんなので、乾杯をしたい
と思います。いつもはビールなどいろいろあると思い
ますけれども、今日のワインは五明さんのご協力に

プログラム委員会

中島

徳政委員長

本来ですと、ここで乾杯で「わーっ」と盛り上がる

よって最初はスパークリングワインをご用意しまし
た。

ところなのですが、今日はちょっと皆さんにお勉強と

今日は南アフリカのもので、近年、南アフリカのワイ

言いますか、楽しい知識を入れてもらおうということ

ンはすごく品質が向上していて美味しいワインです。

です。このクラブは梁瀬さんの福司の例会があったり、

すごくリーズナブルでありながら品質が高い素晴らし





いワインで乾杯をしていただいて、食事をされた後に

の品種を使っています。そこの畑には丸い大きな石が

少し僕のお話とテースティングのゲームなどをしなが

ゴロゴロ転がっています。そのゴロゴロの大きい石は、

ら楽しんでいただけたらと思っております。

昼間は太陽の光を浴びて、夜になるとその石はまだ温
かいので、その分、畑も温かい。そのようなワイン

親睦活動委員会

委員長

佐藤

貴之

会員

で・・・」という話は、誰も聞いていないのです。こ

今様、ありがとうございます。それでは、早速です

のような話はいくらしたところで、女の子は何も興味

が乾杯のご発声を天方智順直前会長にお願いしたいと

がなく、何も面白くないので、そういう話はやめましょ

思います。

うということです。
この間飲んだ『オーパス・ワン』は美味しかったな。

乾杯挨拶

天方

智順直前会長

『シャトー・なんと

すみません、今さんがそのまま乾杯をされても良

か』は美味しかった

かったような感じですけれど、何か無理矢理出番を

な。「じゃ、ここに

作っていただいたよ

出せよ」と女の子は

うな気がします。

思っていますので、

乾杯の依頼を佐藤委

そういうことは一切

員長から受けて、多

なしで、「あなたと

分、赤ワインを持ち

いると、こんなワインでも美味しいね」という優しい

ながら乾杯をすると

言葉をかけていただければ一番いいのかと思います。

思って「ルネッサー

ワインには、もういろいろな話がありますけれども、

ンス！」とでも言おうと思いましたけれど、今日はシャ

今日はグラスを何種類かお持ちしたので、そのグラス

ンパンなので、違うことで乾杯をしたいと思います。

の話をしたいと思います。

西洋の人たちの乾杯の挨拶の中に『salute（サルーテ）』

ウチでも使っているグラスです。「グラスによって

という言葉がひとつ、「健康に」ということです。も

ワインの味が変わる」という話をよく聞くかと思いま

うひとつ比較的多くの方が言う乾杯の挨拶がありま

すけれども、それは本当にあると思います。今日は

す。はっきり言いますが、放送禁止用語で『cin cin（チ

『リーデル』という会社のグラスです。「そのグラスの

ンチン）』です。これは、調べましたけれどもグラス

特性に合ったワインを作る。そのブドウにこのグラス

とグラスを合わせた音の擬態語という話です。

が良いのではないか」ということで作られている構造

それでは皆さんで、下品ではありません、ほんとうの

のワイングラスです。

「乾杯」という挨拶です。池田いずみさんすみません、

説明をしますと、こちらのグラスとこちらのグラス、

皆さんで大きく「チンチン」と言う乾杯をしたいと思

一般的にこういうグラスを使っているお店が多いか

います。

と。
こっちが少し丸い『バルーンタイプ』ですけれども、

日本ソムリエ協会道東支部・副支部長
魚介とワインＫオーナー

ブドウの品種によって変えております。こっちが『ピ

今

秀雄様

ノ・ノワール』という代表的なブドウ品種ですけれど

今日は堅苦しい話はしませんので、飲みながら食べ

も、フランスのブルゴーニュ地方などでよく栽培され

ながら、気になる人だけ耳を傾けていただければと思

ています。ブルゴーニュでは、世界一高いと言われて

います。

いる『ロマネコンティ』などもピノ・ノワールで作っ

今日は『もてるワインのたしなみ方』ですけれど、も

ているので、こういうグラスで飲むことが多いです。

てるかどうかはその人次第ということで、ワインはそ

こちらのグラスは『カベルネ・ソーヴィニヨン』。ボ

んなに関係ないかと思いますけれども。とりあえず、

ルドーなどでフルボディーの濃いワインを作る時に使

僕が営業をしている中で、もてる方や格好のいい方は

われるブドウ品種でカベルネ・ソーヴィニヨンなどが

こういう方、こういう人は女の子も楽しそうじゃない

適したものです。

という方、の話をしたいと思います。

「何が違う」かですけれども、本当にグラスによって

一番目立つお客様はウンチクを語られる人です。ワイ

香りの集まり方などが全く変わってきます。この会社

ンは知識があればあるほど美味しくなるお酒で、その

のすごいところは、これを口に含んだ時にワインが舌

ように喋りたいことがいっぱいあることは分かります

のどこに落ちるかを計算されて作られた構造になって

けれども。

います。ですので、こちらだと軽く倒しても液体は入っ

今日ご用意している赤ワインは『シャトーヌフ・デュ・

てきますけれど、これではある程度傾けないと口の中

パプ』といって「法王の城」の意味があります。「フ

には入らないです。そうすると舌の奥、舌の中心部、前、

ランスのローヌ地方のシラーなどの 13 種類のブドウ

がピノ・ノワールでしたら酸がすごくきれいなので、





その酸を舌の上で感じるところに落としやすい構造に

が付いているのがチリのワインです。高い方、今さん

なっているのです。いろいろ考えられて作られていま

のお店から持ってきていただきました『カロン・セ

す。

ギュール』、ハートのマークで有名な、よくバレンタ

これは白ワイン用で、２つ持ってきました。こちら

インの時に男性がプレゼントされるワインになってい

は『リースリング』、『ソーヴィニヨン・ブラン』など

ます。皆さまのテーブルにあるものと全く同じもので、

スッキリしたタイプのワインを作るブドウ品種に適し

いま８人にやっていただきましたので、杉村荘平さん

たグラスです。

頑張って、よくワインのお店でお会いしますよね。で

こっちは『シャルドネ』と言われるブドウ、ブルゴー

は、このあとゆっくり最後まで楽しんでいただければ

ニュ地方の『モンラッシェ』などすごく濃厚で高級ワ

と思います。

インなどはこちらで飲まれたりします。

先ほど田内君にも言っていただきましたけれども、今

白ワインでも「温度を上げずに冷たいまま飲みたい」

日は『K』のお店を閉めて来ていただいています。こ

という時はこちらが適しています。温度が少し上がっ

のあと、お店を開けるみたいですけれどもよろしくお

て香りがグッと盛り上がってきた時に使うグラスはこ

願いしたいと思います。

ちらが適しています。やっぱり表面積が大きいと温度
の上がり方が早いのでこちらがそういうワインは適し

（手に手つないで

合唱）

ていて、なるべく温度が上がらないようにスッキリ飲
みたいワインはこちらです。そのようなことに注意し
て出しているお店は良い「ワインバー」だと思ったり
もしております。
今日は皆さんにテースティングをしていただこうと、
そちらの方が分かりやすいと思って赤ワインを２種類
ご用意しています。１つは、スーパーで 800 円ぐら
いのワイン。1 つは、レストランで 10,000 円ぐらい

中締め挨拶

するワイン。お正月の番組ではないですが、ワインを

クラブ広報・会員組織委員会

２つご用意しています。ぜひ皆さんで比べていただき

今日は、今さん、

たいのです。代表して８人ほど前に出て来ていただい

本当にありがとうご

て、皆さんの前でテースティングをして、感想を言っ

ざいました。とても

ていただきたいと思っております。

美味しいワインで。

清水

輝彦委員長

僕は先ほど聞かれた
時に、「僕が好きな
（ワインのテースティング

余興）

方はこっちです」と
言った方がいい方で良かった。それでなかったら「芸
能人格付けチェック」でどこかに消えてしまいそうな
雰囲気でした。
ちなみに「芸能人格付けチェック」でバイオリンの時、
僕は、あれはよく分からないです。多分、生音を聞け
ば「ピン」と分かると思いますけれども、テレビだと
分からない。うん、大丈夫、また頑張りましょう。い
ま杉村さんと目が合ってしまいました。

親睦委員会

田内

康章君

私も何度かおじゃまさせていただいているのですけ

本当に楽しい会で、みんながひとつにまとまれて、
本当にコロナがヤバくなってきていて次はどうかとい

れども、『魚介とワインＫ』はとてもおしゃれな雰囲

う中で、今日は今さんにいろいろやっていただいて、

気の美味しいお店です。コロナが落ち着いたあかつき

美味しいお料理と美味しいワインのマリアージュとい

には皆さまご利用をしていただければと思います。

うことで、すごく楽しく、あっという間でした。

本日は、『魚介とワインＫ』オーナーの今さん、ど
うもありがとうございました。

僕は、この先こっそり行こうかと思ったら、医療関係
者は一応禁足令が出ていまして、ただし、またこっそ
り行くと思います。

プログラム委員会

中島 徳政委員長

皆さんのテーブルにあるワインも同じワインです。
いまテーブルにある赤いエチケットの自転車のマーク

本当に、今日はありがたくいただきました。僕も好き
なお店なので、どうぞ皆さんこっそり行ってください。
乾杯はなしでいいですね。大丈夫ですね。今日は、楽





うも負けないつもりだけれど、こっちだって負けない

しいひとときをありがとうございました。
（拍手）

ぞで、最後に「よ〜し、一本」でいきたいと思います。

『締める』ということだったので、あまり僕は締める

よろしいですか。ご唱和ください。

ことをしないので。では皆さん、最後なので一本締め

よーし、せーの一本！

にして「ポン」で終わりにしたいと思います。

ダメだ、決まらなかった。

本当に今日は、楽しいひとときでした。コロナは向こ

ありがとうございました。

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

■清水

輝彦君

新米が今年も無事、入荷しました。
ロータリーに入会させて頂き、間もなく 10 年。皆さんに支えで何とかやってきました。
これからも宜しくお願い致します。
今年度累計

171,000 円
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松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

ロータリー財団月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

第 7 分区ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事表敬訪問例会（担当：理事会）

次週例会

講師例会「中小企業強靭化法対策 ~ 激甚化する自然災害とその備えについて ~」（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
■ビジター

会長の時間

亨君

99 名
2500 地区
同

■ゲスト

■ソングリーダー：織田

工藤

第 7 分区

石田

彦夫幹事、同

博司ガバナー補佐、
樋口

貴広幹事、 同

青木

泰憲副幹事

釧路北ロータリークラブ

平澤

利秀会長、 同

中島

仁実幹事

白糠ロータリークラブ

大坪

洋一会長、 同

美馬

俊哉幹事

釧路西ロータリークラブ

請川

釧路東ロータリークラブ

板倉

正夫会長、 同

益子

良弘幹事

釧路南ロータリークラブ

奈良

清成会長、 同

菊地

祐司幹事

釧路ベイロータリークラブ

森

圭一郎会長、 同

小平

優之幹事

釧路北ローターアクトクラブ

日野

聡子会長、 同

松永

憲人幹事

透会長

なし

舟木

博会長

がありました。

皆さん、こんにち

あの辺りに昔、旧、柏木小学校があったと思うのです

は。お食事の方はど

が、そのあたりは本当に柏の木の大群生地帯だったこ

うぞごゆっくり。

とから柏木小学校の名前が付いたと聞いております。

それでは、会長の時

その辺りはバードウォッチの一帯なのですが、もとも

間を使わせていただ

と沼だったと聞いております。当会員の白崎さんの自

きます。前の会長の

宅の裏にお供え山があるのですが、あの立派なお供え

時間に春採湖の話を

山くらいの大きさのものが現存したらしいです。それ

させていただいたの

で埋め立ててこの一帯を干拓したみたいです。

ですが、話を少し残した部分がありましたので、その

『チャシ』というと、昔の上田ボート屋さんの入り口

続きを話させていただきます。

の所が現在、『チャランケチャシ』として残っており

実はその後、春採湖の１周を約１時間で回るところを

ます。ですから、春採湖には２つのチャシがあったこ

早足 45 分ほどで回ることができました。その時、行

とになります。

き交う人は 22 人ほどおりまして、２割くらいがラン

子どもの頃はよくチャランケチャシで「チャランケ」

ニング姿で駆け抜けて来ました。ちょうどナナカマド

という言葉を使った記憶があります。子どもの喧嘩や

が紅葉でして、ナラの木も黄色い紅葉で大変きれいな

争いごとの時に「チャランケつけているのか！」とい

良い散歩でした。歩いていたら春採湖のバードウォッ

う形で使っていた、これはかなり古い人間かもしれま

チングができる東家本店側に来た時に思い出したこと

せん。今は使わないと思います。昔はそういうアイヌ





語を使っていたことを思い出しました。
現在、アイヌ語はほとんど死語になりかけております
が、アメリカのハワイ、ニュージーランドでは現地語
を幼稚園から小学校・中学校・高校・大学までカリキュ

■

本日のプログラム ■

第 7 分区ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事表敬訪問例会

乾杯のご挨拶

吉田

潤司パストガバナー

ラムに取り入れて、地域の観光や地域共生に役立って

皆さん、こんにち

いると言われております。釧路市でもぜひ始めてほし

は。石田ガバナー補

い知的財産だと思っております。

佐また地区幹事の皆

最近は南海トラフ地震のことが大変話題になっており

さま、各クラブの会

ます。釧路では数百年に一度の大地震のことがヌサマ

長・幹事様、今日は

イアイヌの言い伝えで残っていると聞いております。

ようこそおいでいた

この話では、海岸から春採湖に押し寄せた巨大津波が

だきました。この大

丘を越えて、城山・鶴ヶ岱まで流れ込んでいたという

変な時にこの役を受

ことです。やはり 15ｍ越えの津波があったと言い伝

けられるのは大変ですが、多分、一生の思い出になる

えとして聞いております。

と思います。こういう時だからこそ、ぜひいろんな英

現在、釧根地方では津波に対する準備や警告が少ない

知を絞っていただきまして、地区の活性化、それから

と思っております。私はお遍路で四国を十数年歩いて

クラブの活性化のために頑張っていただければと思い

いますが、四国の海岸沿いを歩いて気が付くのですが、

ます。

この 10 年の間に海岸地域に高層避難所建設、崖の避

皆さま方には、残りの日にちがたくさんあります。大

難はしご、津波到着点の表示板、避難ルートの表示、

いに活躍していただきますように祈念いたしまして乾

緊急無線、警報、防波堤、などの防災インフラが目を

杯したいと思います。お願いいたします。

見張るほど充実しております。一方で、釧根地方は国

それでは、皆さま方の活躍をお祈りいたしまして乾杯

会議員が３人もおりますが、どんどん国から予算を

します。

取って地震・津波に対する備えをしてほしいと思って
おります。

国際ロータリー第 2500 地区第７分区

今日は雑多な春採湖にまつわる話をさせていただきま
した。

石田

博司ガバナー補佐

先ほどから「さ

この会長の時間をいただいて、報告事項をひとつさせ

すがガバナー補佐、

ていただきます。

マスクもロータ

本日は年次総会の 1 カ月前となっておりますので、

リーマスクをして

皆さまに大事なお知らせをいたします。いよいよ次々

いる」という声が

年度の会長と次年度の理事を決めなきゃならない時期

ちらほらと聞きま

になりました。当クラブの細則第 5 条 1 節に『本ク

した。これは石田

ラブの年次総会を 12 月第１例会に開催し、そこで次

家の家紋でありま

年度の役員と理事の選挙を行う』とあります。今年度

して、ひいじいさんの遺言で、
「一旦緩急の時には関ヶ

の年次総会は 12 月３日に開催を予定しております。

原以来代々伝わっているこのマスクをするように」と

また、細則３条１節には『選挙の 1 カ月前の例会に

いう遺言がありました。この度、石田家の一大事です

おいて議長たる会員は次々年度の会長、次年度の副会

ので、このマスクをして世に出ているわけでございま

長、幹事、会計、空席になっている理事の候補を立て

す。もちろん噓ですけれども。

ることを求めなければならない』となっております。

これはどこに売っているのかというと、マスクは売っ

『候補者は指名委員会、または会員のいずれか一方、

ているのですが、これは『アイロンワッペン』なので

または双方により立てることができる』となっていま

す。ネットで探してワッペンを付ける。なんでそんな

す。まずは、皆さんの中より立候補を募りたいと思い

ことをするのかは、目立たないで隠れていると何をす

ます。立候補をお考えの方は、来週 11 月 12 日の例

るか分からないものですから、皆さまに監視をしてい

会までにお申し込みください。

ただく意味で、常に目立つマスクをしようという自己

その後、指名委員会を設置させていただき、指名委員

防衛の一種であります。どうぞ怪しいことがありまし

会による候補者の検討を進めさせていただきますので

たら、どんどん通報していただくなり、ご注意いただ

よろしくお願いいたします。以上、報告を終わります。

くようにお願いいたします。

ありがとうございます。

11 月になりまして何とか表敬訪問をすることができ
ました。予定者段階の５月に、初めての分区内の会長・
幹事会議をやっと開催させていただきました。その時





には「ガバナー公式訪問はリモートを使ってでも行う」

ぞよろしくお願いいたします。

と決定していました。「それでは表敬訪問はどうする」

歴史と伝統ある釧路ロータリークラブの舟木会長様、

という話になりましたが、どうするかの声が出ず、お

荒井幹事様の年度にこうして表敬訪問させていただき

互いが見合っている。その内に「この時期にするもの

ましたこと、心より感謝申し上げます。

ですか」という意見が出て、ある会長からは「そもそ

新年度がスタートして早いもので 4 カ月が過ぎまし

も表敬訪問はなぜするのか、しなきゃいけないのです

た。いまだに世界でも新型コロナウイルスが終息でき

か」という声が上がりました。

ていないこの状況で、ＰＥＴＳ地区協議会はズーム

大方の会長・幹事は一生に一度の機会です。クラブに

（Zｏｏｍ）での開催となりました。地区大会も３月

よっては何回もしなきゃいけないクラブもあります

に延期になる予定です。まだ予断を許さない状況下で、

が、それにしても何回目であろうと会長あるいは幹事

こうして共に新年度がスタートできましたことに敬意

になった方は、ＲＩ会長の方針、あるいはガバナーの

を表するところでもございます。

方針に沿ってクラブを運営する舵取りをしなきゃいけ

さて、今年度の釧路北ロータリークラブは会長方針を

ない。また、ロータリークラブはネットワークですか

『見つめ直そう、ロータリアンとしての品格・プライド』

ら社交界デビューとでもいうべき尊い機会でありま

と掲げさせていただきました。これは会員一人一人が

す。そのような時に、大きな責任を持って引っ張って

年齢・年数に関係なく、ロータリアンとしての奉仕の

行かなきゃいけない新しい会長・幹事さんのお披露目

理想を見つめ直す、今一度勉強し直す、確認をする、

の機会が表敬訪問だと私は思うのです。それで、その

そんな１年にしたいと思って決めたテーマでございま

機会を何としてもつぶすわけにはいかない。ですから、

す。

会長・幹事会の会議の席上ではそう思うので「6 月ま

また、当クラブは純増マイナス９名により 70 名での

での任期のどこかでやりたいと思う。無理ならばしな

スタートとなりました。当クラブだけの問題ではなく

いけれども」ということで解散しました。それで、日

2500 地区も、また他の地区でも会員の減少が危ぶま

を追っていくうちに皆さまもコロナに対する精神的な

れているところでもございます。また、ＲＩはローター

抗体ができてきたのか、そう抵抗もなく「やろうか」

アクトクラブの扱いを大きく変化させ、大幅な会員増

という空気になりましたので、今日の釧路クラブが第

強を推進し、2022 年度にはローターアクターに対し

１番になったわけです。

て人頭分担金を発生させる旨を決定しました。

とは言いましても、会場が狭い、あるいはクラブのプ

そこで私たち北クラ

ログラムを組んでしまった、ということで行うのは釧

ブは今年度の重点目

路クラブと東クラブとベイの３つなのですが、会長・

標のひとつに『ロー

幹事の皆さんと行ってまいります。会長・幹事の諸君

ターアクトの会員増

は「自分のところでは遠慮したいけれども、表敬訪問

強および活動支援の

はさせていただきたい」という声がありますので行っ

充実』を掲げました。

てまいりたいと思います。

新たにローターアク

1 年間の重大な重要な役が終わった後も、皆さんはパ

ト委員会を設立し、

スト会長という立場で陰に陽に自分のクラブに力を尽

今まで以上にクラブとアクトの関係を構築して、若い

くさなきゃいけない、大きな、大きな責任があります。

世代をロータリーへの世界へと活性化させて行きたい

今日はその会長・幹事の決意と覚悟と希望の言葉をど

と考えました。現在、アクトクラブは 11 名しか在籍

うぞ聞いてやっていただいて、激励の拍手をいただけ

しておりません。どうか皆さまの会社の若手社員、取

れば思います。

引先の若手社員の方でご紹介・ご推薦できる方がおり

ありがとうございました。

ましたらお願いしたいと思います。
結びに重点目標で『ＲＩ・地区・分区事業への積極的

釧路北ロータリークラブ
平澤

利秀会長、中島

な推進・協力』も掲げさせていただきました。ＩＭ、
仁実幹事
ご紹介いただきま

周年記念行事など全面的に協力して行きたいと思って
おります。クラブの問題、分区事業の問題、地区の課

した釧路北ロータ

題など、ひとつのロータリアンとして課題を共有し、

リークラブの今年度

共に取り組めたらと思っています。

会長を務めておりま

まだ言い尽くせぬところはございますが、今年度も充

す平澤と申します。

実した１年になりますように決意、願いまして共に頑

一緒に登壇している

張りましょう。

のが幹事を務めます

1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

中島仁実です。どう





白糠ロータリークラブ
大坪

洋一会長、美馬

当西クラブに対しまして特段のご厚情を賜りまして心
俊哉幹事
大変失礼ですがマ

より感謝とお礼を申し上げる次第でございます。
昨年度は私、幹事を務めさせていただきました。昨年

スクを外してご挨拶

度、吉田ガバナー様、そして貴クラブ天方直前会長様、

させていただきたい

松井直前幹事様をはじめ、クラブ会員の皆さまに大変

と思います。白糠

お世話になりましたこと改めて深く感謝を申し上げる

ロータリークラブ会

次第でございます。

長を務めさせていた

今年度の西クラブは 27 名からのスタートでして、9

だきます大坪です。

月に 1 名増強させていただき現在、28 名で会員構成

そして、美馬幹事で

されております。

あります。どうぞ１年間よろしくお願いいたします。

会長方針としては『支え合い、助け合い、より具体的

私は 2 回目の会長となりました。先ほど石田ガバナー

な活動を』と掲げさせていただきました。年度スター

補佐が仰っていた「なかなかなれるものではない」と

トから早速、社会福祉に関する奉仕活動として新事業

ころなのですが、白糠は３年に１度、会長あるいは幹

を立ち上げました。各会員の事業所に社会福祉募金箱

事にもれなくなれるクラブでして、会長をやりたい、

を作って、目下、募金活動をしている次第です。これ

幹事をやりたい、という方がおりましたら移籍もいい

を今後コロナに負けないための継続事業として活動し

のではないかなと。

ていきたいと思っている次第です。

冗談はさておき、白

今年度は釧路ロータリークラブ様から輩出されており

糠ロータリークラブ

ます石田ガバナー補佐様の方針に基づきまして、工藤

は微増ですが１名増

補佐幹事様、樋口補佐幹事様とともに補佐を盛り立て

えまして、10 名か

ていく所存でございます。どうぞよろしくお願い申し

ら 11 名。1 割増と

上げます。

はなかなか他のクラ

結びになりますが、釧路ロータリークラブ様のこれか

ブではできない数字

らのますますのご発展、そして舟木会長様・荒井幹事

かと思います。白糠は企業の世代交代がかなり進んで

様ますますのご活躍と会員皆さまのご健勝とご多幸を

おりまして、少しずつ良くなったところに、このコロ

心からお祈り申し上げまして、表敬訪問の挨拶に代え

ナ禍で会員増強がなかなか前に進みません。ただ、

させていただきます。

100 数年前のアメリカのシカゴでロータリーが発足

本日は誠にありがとうございました。

した時に４人からスタートしております。白糠は 10
人いるのではないか、11 人いるのではないかと、な
んとか支え合いながら、仲間の絆を深め合いながら、

釧路東ロータリークラブ
板倉

正夫会長、益子

このコロナ禍を乗り切って行こうと思っております。

皆さま、こんにち

微力ではありますが、石田ガバナー補佐の下、しっか

は。ただいまご紹介

り支えられるような白糠クラブでいきたいと思いま

いただきました本年

す。残り８カ月、皆さまどうぞよろしくお願いいたし

度の東ロータリーク

ます。

ラブ会長を務めます

良弘幹事

板倉正夫と申しま
釧路西ロータリークラブ
請川

透会長

皆さま、こんにち

す。隣におりますの
は幹事の益子良弘君
です。１年間どうぞよろしくお願いします。

は。今年度、釧路西

釧路ロータリークラブ様におかれましては、日頃から

ロータリークラブ会

わがクラブに対しまして、特段のご厚情を賜りまして

長を仰せつかりまし

心から感謝とお礼を申し上げます。

た請川透と申しま

私は釧路ロータリークラブを表敬訪問させていただく

す。幹事は今日、欠

のは初めてでございます。今年度、釧路ロータリーク

席しておりますが小

ラブさんから輩出されております石田ガバナー補佐を

栗直也が務めさせて

はじめ、補佐幹事など事務所スタッフの皆さま、舟木

いただいております。今後ともどうぞよろしくお願い

会長、荒井幹事様には大変お世話になっており、この

申し上げます。

場を借りましてお礼を申し上げます。

日頃より釧路ロータリークラブ様におかれましては、

さて、わが釧路東クラブは今年度、会員数 33 名のス





タートとなりまし

スの感染拡大への

た。昨年と同じメン

リスク対策を目的

バーでの活動となり

として開催してお

ますが、今年度は２

ります。下期から

名以上の会員増強を

は月 1 度ではなく、

目標にして頑張りた

毎週ズーム（Zｏｏ

いと存じます。その

ｍ）で対応できる

ためにも各種奉仕活

ような体制を検討

動を通じて地域の皆さまにロータリーをより身近に

しております。

知っていただくことが会員増強につながっていくもの

また、昨年度は当クラブも残念ながら２名の退会者が

と考え、取り組んでまいります。

出てしまいました。金銭的な負担を少しでも減らす目

石田ガバナー補佐の方針に基づいて、釧路東ロータ

的のもと、１年限定ではありますが、若干の会費の見

リークラブ全員が一致協力して石田補佐を盛り立てて

直しもしております。

いく所存でございますので、どうぞよろしくお願いし

クラブ内で毎年話題になって、できていなかったフェ

ます。

イスブック（Facebook）のページも、遅ればせなが

結びになりますが、釧路ロータリークラブ様のますま

らこの度開設させていただいてクラブのイメージ向上

すのご発展と舟木会長、荒井幹事のご活躍、会員皆さ

を図っております。

まのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、簡単ではござ

また、次年度には 40 周年を迎えることになりますの

いますが表敬訪問の挨拶とさせていただきます。

で、周年に向けた企画立案などクラブメンバーに協力

本日は誠にありがとうございました。

いただきながら、コロナ禍でさまざまな制約がある中、
日々チャレンジしているところであります。

釧路南ロータリークラブ
奈良

清成会長、菊地

第７分区の活動につきましても、各クラブの会長・幹
祐司幹事
皆さん、こんにち

事の皆さまと協力し、石田ガバナー補佐を盛り上げて
支えていけるよう頑張りたいと思っております。

は。本年度、釧路南

最後になりますが、釧路ロータリークラブのますます

ロータリークラブ会

のご発展と会員皆さまのますますのご隆盛をご祈念申

長を務めさせていた

し上げましてごあいさつとさせていただきます。

だいております奈良

本年、よろしくお願いいたします。

と申します。隣にお
りますのは私をサ
ポートしてくれてお
ります幹事の菊地祐司君です。本日はよろしくお願い

釧路ベイロータリークラブ
森

圭一郎会長、小平

優之幹事

釧路ロータリー

いたします。

クラブのみなさん、

釧路ロータリークラブ様には、私が 2017-2018 年度

こんにちは。私が

に幹事をさせていただいた時におじゃまをさせていた

釧路ベイロータ

だきました。当時の邵会長、後藤幹事には大変お世話

リークラブ 第２４

になり、楽しいロータリー活動を共有させていただき

代目の会長を務め

ました。改めまして感謝をさせていただきます。あり

ております、森圭

がとうございました。

一郎と申します。

さて、本年度の当クラブのテーマは『チャレンジ』と

そして今回同席しているのが、幹事の小平優之君です。

させていただいております。本年度はコロナ禍の状況

どうぞ宜しくお願いいたします。

でのスタートでもありましたので、クラブ運営や活動

私自身、表敬訪問例会は２回目で、幹事として２０１

などいろいろなところで「今まではこうしていた」
「去

７〜１８年度、釧路クラブさんは邵会長、後藤幹事の

年までこうして来た」ということが通用しなくなって

年度で、その際は大変お世話になりました。

おりました。時代の変化に敏感に反応し臨機応変に対

今年度、釧路ベイロータリークラブは１９名からの出

応できるクラブ運営のロータリー活動を目指し、ス

発となりました。昨今のコロナ過を鑑みて、上期は基

タートし４カ月が経過いたしました。

本月４回だった例会を３回とし、今後も引き継き、コ

具体的にはいま現在月 1 度ですが、ズーム（Zｏｏｍ）

ロナの状況を見ながら柔軟に対応していく形をとらせ

を使用した例会を開催しております。これは出席率の

ていただいております。クラブ会長方針としては「ク

向上と、この先ないことを願うのですがコロナウイル

ラブの未来へ向かって、一致団結」と上げさせていた





だき、今まで以上に

ております。若い世代の目に触れやすい Facebook、

行動力、団結力、連

Twitter などのＳＮＳでの活動の発信、ホームページ

帯感を持った活動、

や YouTube チャンネルを開設し、誰でも気になった

行動をお願いしてお

方が検索すれば、その場で私たちの活動を知ってもら

り、地域の青少年の

える環境を整えつつあります。ロータリークラブの皆

育成、地域の活性化

さまにおかれましても、もしお時間がございましたら、

に向けて取り組んで

私たちの活動をご覧いただけますと幸いです。

いる所です。

今年度が始まり、4 カ月が経ちました。弊クラブでは

また今年度は、地区としてクラブから漆崎ガバナーエ

既に７回の例会を開催しております。先月 24 日には

レクトを輩出し、来年のガバナー年度に向けまして、

釧路の子供たちを集

１０月８日にガバナーエレクト事務所を開設し、成田

めたハロウィンイベ

次年度地区幹事中心に粛々と準備を進めているところ

ントを開催いたしま

でございます。お世話になることが多々あると思いま

した。直前で釧路市

すが、どうぞ宜しくお願いいたします。

内での新型感染症の

最後になりますが、釧路ロータリークラブ会員皆様の

感染拡大があり、非

益々のご活躍、ご健勝をお祈りいたしまして、表敬訪

常に不安がある中で

問の挨拶とさせていだだきます。１年間よろしくお願

の開催でしたが、そ

いします、ありがとうございました。

のような状況下でも参加された皆さまのたくさんの笑
顔を見ることができ、会員一同が改めて自分たちの活

釧路北ローターアクトクラブ
日野

聡子会長

松永

動の意義を感じることができました。
憲人副幹事

若者が普段できないような経験がローターアクトだと

みなさま、こんに

経験できます。この貴重な経験の機会をより多くの若

ちは。ただいまご紹

者に知ってもらえるよう、会長としてクラブの活動を

介いただきました釧

さらに盛り上げ、広報活動に努めてまいりたいと思っ

路北ローターアクト

ております。

クラブ第 50 代会長

皆さまの周りにも 18 歳から 35 歳までの若い世代の

を務めます日野聡子

方がいらっしゃいましたらローターアクトクラブとい

と申します。隣にお

う成長の機会をぜひお伝えいただければと思います。

りますのは副幹事の

また、貴クラブ会員の中島徳政様より２月の例会プロ

松永憲人会員でございます。今年度どうぞよろしくお

グラムとしてローターアクトクラブの活動についてお

願いいたします。

話させていただく機会をいただいております。誠にあ

はじめに、釧路ロータリークラブの皆さまにおかれま

りがとうございます。その際、詳しく幣クラブの活動

しては毎年の助成金をいただき、会員一同心より感謝

についてご紹介をさせていただければと存じます。引

を申し上げます。また、毎年家族忘年会のご案内をい

き続き幣クラブへのご指導ご鞭撻をいただきますよう

ただき、ご参加させていただけますこといつも嬉しく

心よりお願い申し上げます。

思っています。誠にありがとうございます。

最後に釧路ロータリークラブ様、会員の皆さまのます

さて、1971 年 10 月に創立された弊クラブは今年で

ますのご発展とご健勝をご祈念申し上げ、表敬のご挨

50 年目を迎えております。節目の年に会長職を務め

拶とさせていただきます。今年度どうぞよろしくお願

させていただけていることを大変光栄に思うととも

いいたします。

に、非常に身の引き締まる思いでございます。
弊クラブの今年度のテーマは『ベストでいよう、変化

会長謝辞

舟木

博会長

を求めて』と掲げております。今年度はＲＩの規定に

皆さん、お疲れさまでした。本日は石田ガバナー補

より定款の変更があり、アクト自体もさまざまな変化

佐、工藤ガバナー補佐幹事、樋口ガバナー補佐幹事、

がある年度となっております。その変化の中で 50 年

青木ガバナー補佐副幹事をはじめ、第７分区会長・幹

という歴史深いこのクラブを、私たちはさらに未来の

事の皆さまにおいでいただき、誠にありがとうござい

アクターへつなぐ必要があります。そのためには、変

ました。当クラブを代表してお礼申し上げます。

化を恐れずに各会員がクラブのベストを考えて行動

本来ならば７月第１例会で皆さまをお迎えするところ

し、個人・クラブをさらに成長させるべきだと考えて

ですが、今年は特別な年になってしまいました。皆さ

おります。

まも例年通りの年間スケジュールをこなすことができ

また、今年度はＳＮＳを利用しての広報活動に尽力し

なくなり、大変でしょうが共に苦難を乗り越えて頑張





りたいと思います。

さんと一緒に活動したいと思っております。

本年度のＲＩ会長ホルガー・クナークは、『ロータリー

最後に本当に大変な年になりましたが、第７分区のこ

は機会の扉を開く。Rotary Opens

れからの事業と各クラブの事業が最後まで諦めること

Opportunities』と、

ロータリーの門戸開放を謳い、2500 地区松田ガバ

なく達成できることを祈念して、歓迎の挨拶とさせて

ナーは『ランクアップしましょう』という言葉で会員

いただきます。

の資質向上を謳っております。

皆さま、ありがとうございました。

当クラブは会長方針「Together! 次世代へ共に築こう
ロータリー！」を目指して頑張るつもりです。今年も
第７分区会長・幹事会ではクラブ相互訪問を通じて皆

本日のニコニコ献金
■天方

智順君

新聞に載りました。犯人ではありません。

■杉村

荘平君

ワインなんて、ワインなんてェ〜

■市橋夛佳丞君

先週開催された、なゆたの会で優勝させて頂きました。
今年度累計

186,000 円
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国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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
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博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「中小企業強靭化法対策 ~ 激甚化する自然災害とその備えについて ~」（担当：プログラム委員会）

次週例会

夜間例会「釧路 RC 創立 84 年記念・泉会員在籍 60 年祝賀例会」〜” ハープ生演奏 ” 秋に想い そして優雅に〜（担当：理事会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数
■ビジター
■ゲスト

■ソングリーダー：池田

一己君

98 名
なし
東京海上日動火災保険㈱ 北海道損害サービス部火災新種損害サービス課 課長代理 河﨑 健一様

会長の時間

舟木

博会長
食事の方は、ど
うぞお続けくださ
い。

気が付いたことは、東クラブの会員の各テーブルに『ニ
コニコボックス』が１個ずつありまして、しっかりと
ニコニコを集めているなと思いました。
もう１つお伝えしたいことがございます。先週、

会長の時間をいただ

11 月５日の例会で、クラブ細則第３条１節に基づき

いて、２つほど報告

次々年度の会長と次年度の理事について立候補を募り

いたします。

ましたが、本日 12 日の例会を期限とさせていただい

先週は当会待望の石

ておりました。現時点で、どなたもお申し込みがござ

田ガバナー補佐、ま

いませんでしたので、指名委員会を設置させて候補者

た各クラブ会長・幹事の皆さんがいらっしゃって表敬

の選定に入らせていただきたいと思います。

訪問例会をいたしました。その後、釧路新聞社、北海

指名委員会につきましては細則に基づき、私が委員長

道新聞社の２社に表敬訪問のお客様と、私と荒井幹事

をやらせていただきます。メンバーには、天方直前会

と多数で挨拶を済ませてまいりましたことを皆さんに

長、杉村会長エレクト、それと「指名をする２名の委

報告いたします。

員」になっていますので、土橋副会長と荒井幹事を指

また、今週火曜日は、東ロータリークラブで表敬訪

名させていただくことにしました。

問を石田ガバナー補佐、青木ガバナー補佐副幹事、荒

そして 12 月３日の「年次総会」で候補者を発表させ

井幹事、私と４人で参加をしてまいりました。釧路東

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

クラブの例会場が旧栄町会館から白金町の『アレック

ます。

スサンピア』に変わっておりました。メークアップを

時間が少しございますので、前回の例会でロータリー

される方はどうぞ気を付けて行ってください。会場は

のセレモニーに必要な国歌・国旗についてお話をいた

非常にきれいな例会場になっておりまして、恒例のう

しましたが、今回は『ロータリー旗』について少しだ

なぎ大盛りの食事をいただいてきました。６人掛けの

け話したいと思います。

テーブルでしたけれど、テーブルの上に左右に透明な

1929 年（昭和４年）米国・ダラスで開催された『Ｒ

パーティションが置いてありまして、非常に安心感が

Ｉ年次大会』で公式にロータリー旗が採用されました。

ございました。普通に食事や会話もできましたので、

最初のロータリー旗は、1915 年（大正４年）１月に

これは良いということで持ち帰ろうかと思っていまし

米国ミズーリ州カンザスシティで掲載したと言われて

た。

おります。





古いメンバーはご存じだと思いますが、ロータリー旗
は 1920 年に南極点、1926 年に北極点に立てられま

るなど多く講演の経験をお持ちでございます。
本日は、
『中小企業強靭化法対策』ということで『激

した。立てた方は、米国バージニア州のウエンチェス

甚化する自然災害とその備えについて』ご講演をいた

タロータリークラブ会員のリチャード・バード提督に

だきたいと思います。

よってなされたと言われております。

ぜひ企業経営の皆さまのリスクマネジメントの一助と

また、ロータリークラブ 100 周年の 2004−2005

していただければと思いますのでどうぞよろしくお願

年度にロータリアンとローターアクターの記念行事と

いします。

してアラスカ・マッキンリー山とエベレストの山頂に

河﨑さん、どうぞよろしくお願いします。

もロータリー旗を立てております。
皆さんのテーブルの上をご覧ください。上にあるバ
ナーも実は公式ロータリー旗ですが、ロータリークラ

東京海上日動火災株式会社

ブのロゴが車輪のシンボルの上に、またクラブ名称を

北海道損害サービス部

徽章の下にプリントしてあります。ロータリー旗は国

火災新種損害サービス課
課長代理

河﨑

健一様

際ロータリー本部に常に掲揚され、国際ロータリーの

皆さん、こんにち

すべての国際大会の公式行事でいつも目立つところに

は。ただいまご紹介

掲げられております。

いただきました東京

以上、ロータリー旗の小話でした。ありがとうござ

海上日動の河﨑でご

います。

ざいます。今日はこ
れから 20 分ほどお
■

時間をいただきまし

本日のプログラム ■

て、こちらにスライ

中小企業強靭化法対策 〜激甚化する自然災害とその備えについて〜

ドを映しております『中小企業強靭化法対策』という
プログラム委員会

杉浦

裕之副委員長

プログラム委員

ことで『激甚化する自然災害とその備えについて』お
話をさせていただきたいと思います。

会の杉浦です。早

私は、先ほどのご紹介のとおり、実際に事故に遭った

速ですが、本日の

お客様の保険金のお支払い対応をしている部署に所属

講師をご紹介させ

しておりまして、実際に被害に遭われたお客様の現場

ていただきたいと

の立ち合いや保険金のお支払いという実務、第一線で

思います。冒頭、

行っている立場で、その経験を中心にお話をさせてい

会長からもご紹介

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

がありましたが、

す。

東京海上日動火災株式会社北海道損害サービス部火災
新種損害サービス課・河﨑健一さんでございます。
河崎さんは、2011 年４月に東京海上日動に入社を

早速ですけれども、まず今日のテーマ、『自然災害
とその備えについて』。皆さん、こちらのスライドを
ご覧いただきまして、やはり自然災害が近年激甚化し

して以来、火災保険等の損害サービス対応を担当して

ていることで、どの企業さんにおかれましても大きな

いらっしゃいました。
「東日本大震災」
「熊本地震」
「鳥

経営課題の１つに考えられていますけれども、災害対

取中部地震」等の様々な自然災害の災害対応を経験し、

策を当面の経営課題として上げている企業の割合はど

2018 年 4 月に北海道に着任されました。それ以降も

れぐらいかをお考えいただきたいです。

「北海道胆振東部地震」や「大阪府北部地震」、「平成

もうひとつの質問をさせていただきたいのです。皆さ

30 年 7 月豪雨」、「令和元年台風 21 号」などの大規

まの会社のハザードマップをご覧になったことがある

模自然災害の対応を経験し、実際に現場へ行ってお客

方はいらっしゃいますか。ハザードマップをご覧に

様対応もしてまいりました。

なったことがある方は挙手をいただけますか。ありが

従いまして、そういった経験を踏まえましてセミナー

とうございます。

の講師も多々務めております。「中小企業強靭化法」

半数以上はご覧になったということですね。ありがと

関連や「労働災害事故防止」関連、あるいは「貨物事

うございます。

故防止」関連など様々なリスクマネジメントセミナー

現状としては、数字が見えづらいかもしれませんけれ

を実施しております。

ども、１つ目の問・「経営課題」として上げている企

管内におきましては、本年２月に釧路ビジネスサポー

業の割合がわずか 1.8％と割合としては少ない実情で

トセンター『k-Biz』との共催で「中小企業強靭化法

す。

のセミナー」を開催、厚岸商工会でもセミナーを務め

2 つ目の問、ハザードマップは報道等でも取り上げら





れ、増えてきておりますので見たことがあるという方

難しい準備しなければいけないのかと感じる方もいる

は 66％で、この割合は近年更に増えている状況です。

かもしれませんけれども、決してそういうことではな

こうした中、自然災害が激甚化していることは皆さ

く、こういった対策、まずは中小企業や様々な企業の

んもご承知のとおりだと思いますけれども、１つ目の

中で「事業継続力」「事業を続けていくためにどのよ

問のように対策をしっかり打とうとなりづらい実情が

うなリスクがあるのか」「自分の会社ではどのような

あります。なぜなのかを考えるヒントとして、心理学

課題を持っているのか」「どのような備えをしている

の言葉で「正常性バイアス」という考え方があります。

のか」をまず自分自身で考えようということを国とし

これはどういうことかというと、スライドに記載のと

て「あらゆる企業の皆さまに準備をしていただきたい」

おり「自分にとって都合の悪い情報を過小評価しやす

というメッセージで、この４つを掲げています。

い」という人間の心理的特徴のことです。なので、自

さらに皆さまが取り組みをするためのメリットも設け

然災害は本州や全国各地で激甚化していて大変な思い

られておりますので、こういったものも活用しながら

をされた方が多数いることは皆さんがニュースでご認

準備を進めていくことを国として推奨している取り組

識のとおりかと思うのです。けれども一方で、「自分

みです。

は大丈夫だろう」と人間としてはどうしても考えてし

こういった備えをしましょうという流れの背景とし

まいがちと言われております。これは自然災害に限ら

て改めて自然災害の増加傾向について少しお話をさせ

ず、いろいろな事象でもこういったことが言えます。

ていただきます。

例えばコロナウイルスに関しても、これだけ感染が拡

数字上でも台風などは、やはり直近 10 年でも発生数

大していても「自分はコロナには感染しないだろう」

や上陸数は増加傾向にあります。さらに被害の規模な

とマスクをしない、夜の飲み屋街を歩き回るような方

ども大きくなっています。例えば 2018 年では台風

が一定数いることもこういった心理的な正常性バイア

21 号、24 号、25 号という大きな災害があり、2019

スが働いている一部と言えるかもしれません。こう

年では台風 15 号、19 号。2020 年の今年も九州を中

いったこともあって、国としても経営課題に対する対

心に台風９号、10 号と、直近３年でも複数の大きな

策を打とうとして制定された法律になります。

台風が影響を与えています。

企業の中で、経営課題としてどんなリスクがあるの

こちらの自然災害の特徴としては、直近３年でも毎年

でしょう。様々なリスクがありますけれども、特に今

のように大きな被害が発生しています。発生している

日注目し取り上げたいテーマは、発生頻度はそれほど

場所も全国各地で様々だと思います。平成 30 年です

多くはないのですけれども、もし発生した時には影響

と、広島や岡山を中心に大きな水災が発生しました。

が大きくなるようなもの、例えば自然災害・地震や台

令和元年、昨年度ですと、東北地方を中心に大きな災

風など、あるいはここ最近では新型コロナウイルスな

害が、さらに今年ですと九州・熊本を中心に大きな災

どの感染症も経営課題として大きな課題になっている

害が発生していて、全国各地で水災・自然災害が起き

のが実情です。

ていることが現状としてあります。

では、このような企業を取り巻くリスクに対してどの

こちらも自然災害、台風だけでいいますと「北海道は

ような対策を打てばいいかがこちらのスライドです。

まだ大丈夫ではないか」という認識は正直あるかと思

特に今回取り上げたいところで、頻度は高くないけれ

いますけれども、自然災害といっても台風だけではあ

ども、起きてしまった時には大きな損失を与えてしま

りません。地震も大きな被害が想定されると思います。

うものに対しては、「リスクファイナンス」という取

こちらに掲げてあるような『首都直下地震』や『南海

り組みが重要と言われています。

トラフの発生』も注意喚起がされていますし、最近で

保険会社の立場の人間が言うのも何ですけれども、

すと、自然災害以外にもコロナウイルスも大きな影響

やっぱり保険に加入するなどが有効だと言われていま

を与えていると言われております。

す。自然災害のことでは、ある拠点が被害に遭った場

こちら釧路管内においては、「震度５以上の地震が発

合に、代替の拠点でフォローする体制をとるとか。あ

生する確率が極めて高い」と数年前に報道されました

る会社では、別な会社と連携協定を結んで相互に支援

ので、皆さんもご存じのとおりかと思います。こういっ

し合う取り組みをされている企業さんも出始めている

たことに対する備えを考えていく必要がある現状で

と聞いております。そういった対策・事前準備を進め

す。

ていくことが重要と、この法律の中でも定められてい

今まで、お話してきたとおり、こういった自然災害に

ます。

対して国も各企業の皆さまに災害対策を考えてほしい

「中小企業の事業継続・強化計画」についての説明

ということで、昨年、法律が制定されました。具体的

です。やはり災害対策に向けた一歩で、スライドに記

にはそんなに難しいことではなく、災害が起きた時に

載してある４つのことを考えることが重要と国でも掲

何を重要業務として残しておく方が良いか、そういう

げています。この４つの文章をご覧いただくと、少し

重要業務を継続するためにはどういう備えが必要か、





初動対応で例えば被害が起きた直後にどのように安否

差額がありまして、ここは実際問題やり繰りはあるの

確認をやるか、被害の確認をどういう方法で誰がいつ

でしょうけれども自費で賄って、損失を大きく直接

やるか、そういった基本的なところを考えておくだけ

被ったところもありますので、まだまだ備えは進めて

でも災害復旧するためのスピードは全然違うと言われ

いく必要があるという実情を数字からもご認識いただ

ております。そういったことを各企業の皆さま進めて

けるかと思います。

いきましょうということで、この法律ができています。

これは決して保険会社の人間だからそこばかりを強調

それにプラス・アルファ、こういう計画を立てるこ

してお話をするということではなく、経済産業省の中

とによって国からもいろいろな支援やメリットも掲げ

小企業庁のリーフレットの中でもこういった「資金対

られております。

策は重要です」と掲げられております。その中で「資

ひとつ目は、この計画を立てることによって、中小企

金繰り対策としてどう備えれば良いでしょうか」とい

業庁のホームページに社名を掲載でき、名刺などにロ

う中には、やはり「保険や共済への加入が必要です」

ゴを活用できるようになっております。こういったＰ

と掲げられております。

Ｒをすることで従業員の皆さん、あるいはお客様に対

そういう備えで、例えば自然災害に遭った時「営業が

しても安心感を与えて、信頼につながるメリットがあ

できなくて休業の損失が生じました」という場合に、

ります。

保険での備えがカバーできているのか。水災、大きな

その他、資金面でも３つほどメリットを掲げておりま

自然災害があった時に保険で自分の会社をカバーでき

す。防災や減災設備の投資に対しても税制優遇がされ

る保証内容になっているのかを改めて確認する作業だ

ています。例えば、2018 年の胆振東部地震において

けでもひとつの備えになると思います。

は、皆さまも道内全域がブラックアウトをご経験され

まずは、そういった第一歩から備えを進めて行って、

たかと思います。その時に大きく取りあげられたひと

従業員の皆さまの命、生活を守るための備えを皆さま

つとして、自家発電設備があるかないかによって災害

にも改めてご対応をいただく必要があるかなというこ

復旧のスピードが違ったということが皆さまのご記憶

とで今日お話をさせていただいております。

にもあるかと思います。

こういった取り組みに関して保険会社としても、いろ

そういった自家発電設備を会社として用意する時に、

いろな計画や保険での備えに対するご相談などにも

国からも税制の優遇の処置がされるメリットもありま

乗っております。改めて今日の機会に自然災害やコロ

す。あるいは、いろいろな新しい事業の開発や研究を

ナの対策など、皆さまの会社が十分に準備できている

するにあたって補助金を受ける時に、災害に備える計

かどうか、という観点でご自身の会社の備えについて

画を立てておくことで『ものづくり補助金』を受ける

考えていただき、今日の話をきっかけに備えを進めて

ことができるかどうか、審査の加点ポイントにもなる

いただければと思っております。

制度となっております。そのように国からも「ぜひ前

以上で、私の話は終了とさせていただきます。

向きに進めていきましょう」と様々な支援もされてい

ご静聴ありがとうございました。

る状況です。
そういった計画をしっかりまず考えること、立てる

会長謝辞

舟木

博会長

ことが重要ですとお話をしましたけれども、一方で計

ご講演、ありがとうございました。本日は、社会環

画を立てたから備えがすべて大丈夫なのかというと、

境が本当に慌ただしく落ち着きのない時期にも関わら

必ずしもそうではないことを追加でお話したいと思い

ず、当クラブにてご講演をしていただき誠にありがと

ます。

うございました。

やはり被災をすると、いくら計画を立てていても災害

本日のテーマは、『中小企業強靭化法対策

〜激甚

から復旧をするためには一定程度の時間がかかりま

化する自然災害とその備えについて〜』という長い

す。時間がかかる中で「売り上げが立てられない」
「営

テーマでしたが、われわれ経済人が抱える切実な事業

業が再開できない」ということから当座の資金を何と

継承について保険会社様、また国が企業の生き残りを

かやり繰りしなければいけない場面は必ず発生してき

連携して行っていくことを教えていただきました。

ます。これに対する備えも重要だと言われております。

また天災に対する備えの必要性を、また保険の知識を

近年の自然災害で、西日本豪雨の例では中小企業の被

活用することによって救われることなど、大変参考に

害額が 4,738 億円と言われております。こういった

なる講演でした。

資金に対する備えのひとつとして保険にご加入いただ

具体的な事例は分かりやすく説明をいただき、台風、

く方法があるのです。例えば西日本豪雨での保険金の

地震、コロナウイルス、あらゆるものに対して今後と

お支払いは 1,956 億円となっております。ご覧いた

も保険活動を通じて活躍されることを期待していま

だいた 4,700 億円に対して保険でカバーできている

す。

のは 2,000 億円弱ということで、2,000 億円以上の

どうもありがとうございました。
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月間テーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

釧路ロータリークラブ創立 84 年記念並びに泉 敬会員在籍 60 周年祝賀例会（担当：理事会）

次週例会

「情報集会報告会 」
（担当：クラブ研修委員会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

■ソングリーダー：濱

谷

美津男君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

ハープ演奏者 板本 絹子様

会長の時間

舟木

博会長

ことでした。皆さん、気を付けてください。

皆さん、こんばんは。本日、11 月 19 日は第三木

海外では７月 17 日にフランコによるスペインの内乱

曜日ということで、皆さんが思い浮かべるのはワイン

があり、８月１日にはベルリンオリンピックが開催さ

の「ボジョレーヌーボーの指定解禁日」ですか。今日

れ、女子 200ｍ平泳ぎで「前畑がんばれ」で有名な

は残念ながら用意していません、違うワインが置いて

前畑秀子さんが金メダルを獲得しております。以上が

あります。今日は同じ日で「緑のおばさんの日」とい

昭和 11 年の主な出来事です。

う方もおいででしょうが、全然、受けないのでやめま

現在、当クラブは会員数 100 名。2500 地区で一番の

す。

会員数を誇っております。当会が奉仕活動を通じて

余談ですが、解禁日が 1984 年までは 11 月 15 日と

90 年、100 年と続くことを希望して已みません。

決められていたそうです。土日の場合はワインの運搬

また、本日は泉会員の在籍 60 年祝賀会でもあります。

業者が休むため平日の第三木曜日と決められたそうで

この歴史と伝統を誇る釧路ロータリークラブで何と在

す。いずれにせよ日本は時差の関係でフランスより８

籍 60 年を迎える泉会員のお祝いができることは無上

時間早く、なんとアメリカより 13 時間早くワインが

の喜びです。多分、釧路ロータリークラブ創立以来、

飲めます。ワイン好きの方はその新酒を今晩、存分に

これほどの在籍は初めてのことと思います。一口に

楽しんでください。

60 年と申しましても年会費だけでも釧路だと家が１

本日の例会タイトル『釧路ロータリークラブ 84 周年』

件買える金額になります。

のはじめの年にちなんだ話を少しさせていただきま

さて、今回は 60 周年の記念品の盾とともに前に飾ら

す。

していただいております『さざれ石』を用意させてい

1936 年、昭和 11 年 11 月 23 日、チャーターメンバー

ただきました。国家の歌詞のように、泉さんが千代に

30 名、日本で 20 番目、道内では 7 番目のクラブと

八千代にお元気でいられるように願いを込めて選びま

して産声をあげました。現在まで 84 年の歴史と伝統

した。どうぞこれからも釧路ロータリークラブのため

を誇っております。

によろしくお願い申し上げます。

84 年前の昭和 11 年には何が起こっていたかと申し

なお、泉会員からは在籍 60 年にかけてたくさんのご

ますと、陸海軍の青年将校による『２・２６事件』。

奉仕をいただき、会場入り口にある皆さまの書籍ボッ

３カ月後の 5 月 18 日は有名な痴情事件の『阿部定事

クスを木の立派なものに新調させていただくことに

件』がありました。あれだけのことを起こして懲役は

なっております。本当にありがとうございます。会員

何と６年程度でした。ちなみに原因は夫の浮気という

を代表してお礼申し上げます。





ここで、話題は変わりますが、釧路ロータリークラブ

今、ご紹介はありま

の『休会規定』の話をさせていただきます。

したが、私の父親が

本件は特に小船井パストガバナーの協力をいただき、

数年前までロータ

ＲＩおよび他地区の規定を参考に作成されたもので

リークラブに在籍し

す。退会防止を目的として理事会で討議を重ね、コロ

ていたということ

ナウイルスによる非常事態に対応すべくスピード感を

で、本当に歴史のあ

もって作られました。12 月３日の年次総会において

るロータリーさんに

細則改正についての審議をいただく予定でおります。

私も入会させていた

いろいろな意見があると思いますが、詳細は文面を

だくということで、今後、もっと頑張っていきたいな

もって確認していただき、今後の指針と理解していた

と思います。よろしくお願いいたします。

だければ幸いです。
休会規定改正案と資料につきましては近日中に皆さま
に配布させていただきますので、何卒ご理解のほどよ

歓迎の挨拶

舟木

博会長

本日は記念すべき 84 回目の釧路ロータリークラブ

ろしくお願いいたします。

創立記念例会での入会、誠におめでとうございます。

最後になりましたが、ハープによる贅沢な時間を、静

昨今のコロナ騒ぎでもっと早く会員の皆さまとお会い

かに静かにご堪能いただければ幸いです。ありがとう

できたとは思いますが、本日無事入会されたことを会

ございます。

員一同、歓迎いたします。
なお、配属委員会は青少年奉仕委員会になっておりま

新入会員紹介
スポンサー

邵

す。古谷委員長、いらっしゃいますか。そちらが委員
龍珍君

長ですのでよろしくお願いいたします。
皆さん、お疲れさ

東堂さんは旭川の東堂パストガバナーのご親戚筋と聞

までございます。私

いております。これからのご活躍を期待しております。

事なのですが、18

ありがとうございます。

年在籍していて今回
初めてのスポンサー
ということで東堂さ

■

本日のプログラム ■

釧路 RC 創立 84 年記念並びに泉 敬会員在籍 60 周年祝賀例会

んには心から感謝を
しております。
ご紹介させていただきます。東堂光春さん、会社が株

親睦活動委員会

佐藤

貴之委員長

本日の司会を仰せつかりました佐藤でございます。

式会社東光電機工業・代表取締役でございます。ソー

よろしくお願いいたします。

ラーパネルなどの事業です。私のソーラーパネルの蓄

これより釧路ロータリークラブ創立 84 年記念ならび

電池を購入した際にご縁がございまして、
「ロータリー

に泉会員在籍 60 周年祝賀例会を開催いたします。板

にどう」と言ったら「いいよ」と二言で快く受けてい

本さま、準備をお願いいたします。

ただきまして、本日のご入会になります。

皆さまへのお願いでございます。これよりハープの演

ご家族が５人で、娘さんがお一人、息子さんお二人。

奏がございますが、携帯電話の電源をお切りいただく

その娘さんが『コンサドーレ札幌』の女子チームのポ

か、マナーモードにしていただくようお願いいたしま

イントゲッターで、この間、釧新に大きく載っていて、

す。

本当にご活躍されていて。そのためにご家族が札幌で

当クラブは 1936 年 30 名のチャーターメンバーに

暮らしていますので本人は単身赴任ということで、夜

よって設立され、その後、一度は国際ロータリーを離

な夜な末広を歩いていると聞いています。あと、ゴル

脱したのち、1950 年に再度 25 名のリ・チャーター

フが趣味ということで、ハンディは 14 ですので、ナ

メンバーによって再スタートいたしました。泉敬君の

ユタの会にご入会いただければと思いますので、今後

お父様もリ・チャーターメンバーのお一人でございま

ともよろしくお願いいたします。

した。

それでは、自己紹介をお願いいたします。

以来、脈々と伝統が受け継がれ、多くの諸先輩方に支
えられてまいりました。

新入会員挨拶
東光電機工業株式会社

ここで昨年ご逝去されました白崎功一君ならびに栗林
光春様

定德君をはじめ、これまで釧路ロータリークラブの発

皆さん、はじめまして。東堂光春と申します。この

代表取締役

東堂

展にご尽力いただきました諸先輩方に感謝をいたしま

度は歴史と伝統のあるロータリークラブに入会させて

して、追悼するために『千の風になって』を演奏して

いただきます。何卒よろしくお願いいたします。

いただきたいと思います。





それでは、お願いいたします。

のをよく覚えております。
さぁ、今は寂しいような『大きな古時計』で始まって

（ハープ生演奏 「千の風になって」）

しまいましたが、音楽というものは、皆さまがご存じ
の曲をこのハープでやってくれたら、こういう音に

クラブ運営委員会

滝越 康雄委員長
皆さん、こんばん

なって、心の中にこ
んな風景が浮かん

は。今日の例会はサ

だ、というので語り

ブタイトルでご覧の

合えると思っている

とおり、当クラブの

のです。

創立記念 84 周年と

今度はパッヘルベル

泉大先輩会員の在籍

の『カノン』です。

60 年の記念すべき

よくクリスマスの時

例会のテーマに何が

期になるとＢＧＭで聞かれますね。このカノン、ちょっ

いいか考えたのですが、思い切って音楽例会かなと。

とつまらなくもなってしまいますが、精神安定剤のよ

私、今日の演奏者・板本さんとご縁があったので、久

うな。何故かといいますと、このコードの次にはこの

しぶりに昔のメモを取り出して、電話で「坂本さんで

コードが絶対にくる、またこっちのコードになると、

すか」と言ったら「板本でございます」ということで

やがて元のコードに戻る。ジャズの世界はそのような

笑いましたけども、皆さん、その旨をご認識ください。

感じなのですが、期待を裏切らないコード展開なので

ご主人が公立大の 3 期目の学長さんでしたので、そ

すね。ですから、安心して聞いていられるのです。そ

れのご縁で釧路に在籍されております。

の中でメロディーがいろいろ動いてみたり、細かく刻

プロフィールはご覧の通り、皇室にも出入りされてい

んでみたり、というのをコードの落ち着いた中で、皆

た方でございます。もともとハープというと貴族の楽

さんに楽しんでいただきたいと思います。

器ですから釧路ではもう聞けないし、お弟子さん達も

それでは、パッヘルベルの『カノン』よろしくお願い

東京に行ってしまって、こっちで演奏するとなったら

いたします。

旅費がかかって、お聞きになる機会はないと思います。
最初で最後かもしれません。せっかくの機会ですので、

（ハープ演奏）

今年はこういういやらしい年を振り返ることもないで
すが、断ち切る意味で「癒しとくつろぎの時間」を最
後までお楽しみください。以上です。

ハープ演奏者板本

絹子様

ありがとうございました。つまらなくなかったです
か。

ハープ演奏者板本

絹子様

皆さま、こんばん

プログラムに載っています『引き潮』、かなり年上の
方は昔の映画『引き潮』、ウェブタイプでご存じかと

は。板本絹子でござ

思います。ラブロマンスです。これはハープのオリジ

います。私が釧路に

ナル曲なのです。このロバートマークスベルという方

お嫁に来てから 45

がこの１曲だけで有名になって、その後は、鳴かず飛

年が経ちました。で

ばず、です。でも、とても素敵な曲で、私がハープを

すから、昭和の時代

始める時には、うちの両親がこの『引き潮』のレコー

に釧路に来ましたの

ドを買ってきたのですよ。それほどハープというとこ

で、それからのお付

の曲が好きな方が多いはずなので、ちょっと難しくは

き合いになります。今日は泉さんが 60 周年というこ

ありますが頑張ってやらしていただきたいと思いま

とで、私もハープを始めて来年で 60 年になります。

す。

小さい頃からやっているのですが、私が始めたのは小

その後、最後に皆さんがよくご存じの『愛燦燦』、小

学校３年生の時です。

椋佳のとても素敵な曲で美空ひばりさんが歌って非常

その頃、一躍有名になった皇太子妃の美智子様がハー

に有名ですが、私はどちらかというと小椋佳さんのイ

プをおやりになっていたご縁で、たびたび東宮御所に

メージが好きなので、愛が燦燦と降りそそぐ形で終わ

伺って演奏したり、私の恩師の先生が美智子様とハー

らせていただきたいと思います。２曲続けてよろしく

プについて語るのが大好きというご縁もありまして、

お願いいたします。

小学校５年生の時と中学校 2 年生の時の２回、東宮
御所に伺いました。今の天皇であらせられる浩宮様の
時代、小学校 1 年生で、とても大人しく聞いていた





乾杯のご発声

小船井修一パストガバナー

つまらない説明で申し訳ございませんでした。

優雅な時間、本当
にありがとうござい

ご挨拶

泉

敬君

ました。また、東堂

皆さま、こんばんは。

さん、入会おめでと

今日は 60 周年とい

うございます。東堂

うことでかくも盛大

明パストガバナーは

にお祝いをしていた

旭川北クラブ、われ

だきまして誠にあり

われは親しくさせて

がとうございます。

いただいております。

ここでお祝いしてい

そういう中で泉会員のロータリー歴 60 年、本当に前

ただくのは 10 年前

人未到と私は思います。この地区の中でも私には記憶

になる 50 周年、ここでやっぱり同じようにお祝いし

はありません。清水パストガバナーが 55 年、あと５

ていただきました。

年後です。吉田直前ガバナーが 40 年以上、打矢さん

ロータリークラブでの周年祝いは、どうもランダムに

が 50 年。そういう意味では私はまだ 37 年目ですので、

なっているのではないかと思うのですが、やったりや

まだまだ先は長いのですが、歴史と伝統のある釧路ク

らなかったりで。山下さんは 50 周年祝賀会をやらな

ラブの中で 60 年を祝うことができることは喜びに堪

いで、米寿の祝いをやり、それから、私が 50 年記念

えません。

祝賀をしていただいて、それから清水先生。本来なら

皆さん、喉が乾いていると思いますので、まず乾杯さ

60 周年は梁瀬先輩が 2 年前になるはずだったのです。

せていただきながら懇親深めていきたいと思います。

私がこのロータリークラブ入ったのは昭和 36 年です。

よろしいでしょうか。

その 36 年の年に釧路に戻ってきました。私の学校は

泉会員の 60 年をお祝いし、そしてコロナ禍でわれわ

東京だったので、研修所・修習生も東京でやりました。

れの例会が心細くなっていますが、やはり患者になら

終わってすぐ釧路に帰ってきたのです。私が釧路に

ないで、絶対にクリスマスも例会もリアルでやって行

帰ってきて、この仕事・弁護士を始めてからちょうど

こうと祈念しながら乾杯させていただきたいと思いま

60 年です。60 年はロータリーと同じ年数になります

す。それでは、よろしくお願いいたします。

が、つまり仕事を始めてすぐこの会に入れてもらった

「乾杯」

ということになります。

おめでとうございました。

当時の釧路ロータリークラブは、北クラブと釧路ロー
タリークラブと地区で分かれていました。始めは、全

『さざれ石』と『盾』の説明

舟木

博会長

市が１区というか、釧路クラブしかなかったわけです。

お食事中にすみません。吉田パストガバナーから「お

それが、私の入る３年くらい前に北クラブができて、

前、ちゃんとやれ」というお𠮟りを受けましたのでご

釧路クラブから３分の１以上を北クラブに籍を移した

説明させていただきます。

のです。そんな関係で急激に釧路クラブのメンバーが

右にある『盾』ですが、決して泉先生のところから持っ

少なくなったという時があったわけです。

てきたものではござ

その当時の入会資格は『１業種１人』という制限があっ

いません。当クラブ

て、弁護士になりたての私が入るような筋合いではな

から泉先生に『60

いはずだったのです。それと、弁護士の枠では私の父

周年の記念』として

親が弁護士をやっていて、会員になっていました。だ

取り寄せた物ですの

から、弁護士として入る余地がなかったと思うのです

で、間違いなくうち

が、なにか父親はシニア会員になっていて、もう１人

の会で出しておりま

同じ業種から入れることが可能だったということで、

す。また、左の『さ

当時、公証人をやっていた赤松さんが推薦者になって、

ざれ石』ですが、土橋君の土場から持ってきたもので

私が入ることになったのです。

はございません。これは本当に天然の『さざれ石』で

私とロータリーの縁は高校１年生のころだと思いま

して、いわれはヤマトタケルノ神が伊吹山の麓、その

す。釧路のリチャーターの時に公民館の前で再開の会

美濃寄りの所の谷にある『さざれ石』です。これは天

合でお祝いをした時に、家族も参加したこともあって、

然のもので鍾乳洞に石灰石があると思いますけど、そ

その時の写真に私も入って写っていたのです。その写

の石の一粒・一粒を何十万年とかけて凝縮させたもの

真が 70 周年記念誌の表紙に載っているのです。その

です。それが、国歌にも歌われております、千代に八

写真を見ると、端に高校生の私が学生服を着たまま

千代の『さざれ石』です。

ちゃんと写っているのです。おそらくロータリーに関





わった最初がその時と思います。それ以来、当時は父

よく言っていました。柳瀬さんも同じようなこと言っ

親が会員だったから家族ということで参加したので

ていました。そんなので、私も入ったわけです。

す。

入ってみたら、出席が厳しかった。道内が１地区だっ

当時のロータリーは日本全国が１区だったので、地区

たので、地区内のクラブが出席率の競争をするのです。

大会は日本全部でやるのです。釧路の人が参加する時

毎月のトータルを出して「どこのクラブは何％出席だ」

は大勢が夫婦で参加していたようです。私が大学生時

とクラブ同士が競争するものですから、休むと先輩に

代に呼ばれてそれに参加をする時に、京都に付いて

怒られるのです。それで「休めない」ということで５

行ったことがあるのです。ロータリーとの縁は、入る

年、10 年『無欠席』という人はざらにいる状態だっ

前から少しあったのですが、入った時の年齢が 26 歳

たのです。私もそんなところに入って肩身も狭く、周

ということで、入ってみてビックリしたのは、会員は

りは父親と同年輩の人ばっかりで食事の時も居心地が

明治か大正の人ばかりで、昭和の人は１人だけ。梁瀬

いいわけはないながらも、特にメークアップしように

さんが私より２年前に入っていて、昭和生まれの会員

も、その当初は北クラブしかないので大変だった。そ

は私が２人目だったのです。

のうち北クラブだけでは間に合わなくなって弟子屈へ

釧路も、私が戻った翌年にやっと釧路空港が開業し、

行ったり、あるいは厚岸もできて、白糠もできたこと

今の釧路駅が新しい駅に建替わった年だったのです。

で、メークアップのためだけに出席したことがしばし

街から釧路空港へ行く道路はまだ舗装されていなくて

ばありました。出張している時は札幌でもよく出たし、

ガタガタ道で大変という状態でした。

東京でもみんなが参加していて、毎週、誰がどのクラ

私は修習が終わって資格を取ってすぐ釧路に帰って来

ブにメークアップしたかを全部会報に書いて出てくる

たのですが、その当

から、なかなか休めない状態で出席は非常にいい状態

時の釧路の人口は

できました。

15 万人くらいだっ

私が 60 年ここにいられたのは、私の仕事であまり代

たと思います。それ

理を立てることができなかったから、１年間を通して

から徐々に人口は増

潰れるようなことは先輩が配慮してくれて、びっちり

えて結局、23 万人

１週間、１日と時間を取られるような委員会から外し

くらいまでなったの

てくれたおかげです。言われたら断れないというのが

です。終戦当時の釧

大体の原則で、そのために「いられない」と辞めた人

路は５万人と少ししかいなかったのです。「釧路が小

が随分いました。そんな中で 60 年こうやって会員と

さくなった」というけども私の記憶では、中学校の時

して籍を置くことができたのは、そういった配慮をし

の街の規模は駅から北の方は道路が１本あって、あと

ていただけたからです。そこは先輩に本当感謝してい

は原野だったのです。小学校の頃は駅裏にオタマジャ

ます。

クシを捕まえに行ったりして、ここ 60 年の間に釧路

その代わり、会長の時は断ったのだけど駄目だったの

は大きく変わったのです。

です。私は平成４年に中村さん（パシフィックホテル

ロータリークラブも、私が入った当時はまだチャー

の社長）から「この次は、お前がやれ」と言われて、

ターメンバーがいました。記憶しているのは嵯峨さん。

川口さんに「何とかうまく断ることできないか」と言っ

両角元ガバナーも北に移ってはいましたが、釧路の名

たら「駄目だ」と言われて、「ロータリーのこれだけ

誉会員になっていて、籍が釧路クラブにあったと思い

は断れない」ということで会長を務めさせていただき

ます。もともと釧路クラブですから。

ました。おかげさまで、会長一人でやるわけではなく、

丸三鶴屋を境にして四丁目から駅側と橋の方角と地区

皆さんが寄ってきて助けてくれて何とか無事にやるこ

を二つに分けたのです。釧路クラブはもともとの釧路

とができました。いろんなことをやりましたけれど、

クラブです。丸三鶴屋、今でいう北洋銀行から駅側に

それは皆さん、手分けして分担してやってくれたので、

住所か住宅のある人、仕事場がある人は北クラブに移

会長が１人でやったことはひとつもないです。

るという形です。ただし、全市的な職業の人の何人か、

私が会長をやっている時にささえてくれた会員は、ほ

日銀、その当時の釧鉄の人は釧路クラブに残ったので

とんど故人になってしまって、いま残っているのは、

す。場所は移ったけれども今でも日銀は残っていて変

小船井君や、今いる横田君のお父さん、それから、天

わらず、居住している場所が釧路クラブの範囲という

方さんのお父さんにも大委員長をやってもらった。と

こともあったと思います。

いうことで、副会長をやってくれた山本君も亡くなっ

当時、移った人を見ると幹事も全部移ったのです。だ

てしまったし、みんな亡くなってしまったけれども、

から、大変だったと思います。とにかく会員が激減し

皆さんに支えられて何とかここまでできました。

たことで、大正生まれの川口さんが「もう、われわれ

私も特に健康だったわけではなくて、今までに３回、

も入れないところに、そういうことで入れられた」と

４回ほど長い間入院しています。沖縄で倒れた時は１





回死んだみたいなもので、４〜５日全然意識がなかっ
たから「もう死んだ」という話になったことがあるの

中締めのご挨拶

尾越

弘典会員

です。一緒に旅行していた栗林君に息を吹き込んでも

皆さん、こんばん

らったということもあって、一緒に行っていた人たち

は。10 年前、私が

の手当てが非常に良かったということで、命拾いをし

ロータリーの会長を

ました。

やった時に泉先生の

それから、もう５年経ちましたが、そしたら今年なっ

在席 50 年のお祝い

てから癌が見つかって、手術をしました。手術をして

をしました。その時

ダメかなと思ってい

の幹事が今回の会長

たら透析も始まっ

の舟木会長です。私

て、今のところ１週

が 50 年在籍の時の会長、舟木会長が 60 年在籍の時

間に１回ですが、ま

の会長ということで、これも何かの巡り合わせかなと

だ、「もう少し生き

思っていました。

ていなさい」という

先生とは、私ずうっと下手ですけれどゴルフをやっ

ようなので、これか

ていて、私もロータリーに入ってから 38 年いるので

らも皆さんに支えら

すけれど、その間先生とゴルフをやらせていただきま

れながら、もう少し頑張ります。

した。成績は先生の方がいいのです。私も好きだった

60 周年の時に「昼飯会員で漫然と 30 年過ごした」

のですが熱心なゴルファーではないので、今でも先生

と申し上げたのですが、その後、また 30 年経って、

にはかないません。

結局 60 年もロータリーで寝て暮らしたみたいな、昼

ゴルフと言えば『エイジシュート』、１ラウンド 18

飯だけ食べに来るみたいな会員で誠に申し訳ないで

ホールのスコアが自分の年齢よりも低く・少なく上が

す。もうたぶん重圧はないだろうと思うのですが、皆

ることですが、それはプロでもアマチュアでも難しい

さんのおかげでこうやっていまだに会員として甘えて

のですけども、先生は数年前にエイジシュートをやっ

いるのです。私が仕事を一生懸命やっていた時代の、

ています。80 代で、ですよ。80 代でのエイジシュー

一緒にやっていた人たちはほとんどいません。いない

トは本当に素晴らしいことで、私の今のスコアは

のはしょうがないと思うけれども、長くいると、みん

100 前後なので、100 歳まで生きてゴルフができる

な歳をとって辞めて、いなくなっちゃうのです。

かと思っていて、先生は素晴らしいことだと思ってい

私は幸いゴルフを長くやっている関係で、ここのメン

ます。

バーの中でゴルフやる人とはずっと接点が続いている

エイジシュートをやるには体力もなければいけない

から、なんなく続いてきたと思っています。あと、

し、当然ゴルフの技も上手でなきゃできないのです。

70 年は無理にしても、今度の 60 年になるのは清水

これにはどういう秘訣があってできるのかを考えまし

先生ですから、清水先生の 60 年を一緒にお祝いでき

た。先生は 86 歳になるとお聞きしました。ここまで

ればと思ってもう少し頑張りたいと思います。

元気でゴルフをされるのは、日頃から健康に気を付け

今日は本当にありがとうございました。今後ともよろ

ておられるのだろうと思っています。

しくお願いいたします。

ここにいらっしゃる皆さんも、ゴルフをするのなら
80 代でエイジシュートを絶対狙う気持ちで健康に注
意して頑張ってやっていただきたいです。

（手に手をつないで）

最後になりますが、先生はロータリーをこよなく愛
しました。先生を見習って、今日は皆さんで泉先生に
「おめでとう」と言って最後にしたいと思います。ご
唱和をよろしくお願いします。

本日のニコニコ献金
■邵

龍珍君

■菅原

顕史君

10 月 10 日に末広町に新店舗をオープンしました。コロナ禍の中、ご案内も出さず
こっそり開店した事をお詫び申し上げます。
FM くしろで番組をもつことになりました。月 1 回で初回放送は 11 月 30 日
午前 8 時 5 分ごろです。番組名は「お坊さんママのおてらジオ」どうぞお聴き下さい。
今年度累計

186,000 円
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釧路ロータリークラブ会報

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：クラブ研修委員会）
本日のプログラム 「情報集会報告会 」
「クリスマス家族会」（担当：親睦活動委員会）

次週例会

■ロータリーソング：「それでこそロータリー」
■会員数

■ソングリーダー：山原

活志君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

舟木

博会長

ひとつご紹介をさせていただきたいと思います。

皆さん、こんにち

経緯は釧路との縁を考え、ただの交流だけではなく

は。お食事の方は、

経済的な要素も含んだものと考えております。また希

どうぞお続けくださ

望としては、釧路と比較して温暖な気候の場所、文化

い。今週の火曜日、

や歴史的興味を持つ所、観光と美味しい食事ができる

釧路ベイクラブの夜

こと、などを考えております。

間例会に参加をして

現在、釧路市では日本製紙の撤退に揺れております

まいりました。表敬

が、日本製紙と普段からのパイプづくりが欠けていた
きらいがあるのではないかと思います。

佐副幹事の下、会長・幹事でご挨拶をさせていただき

私が考えておりますことは、いま釧路市となった音別

ました。釧路ベイロータリークラブの例会で気付いた

の大塚製薬との縁を利用して、徳島の鳴門ロータリー

点がありましたのでお話いたします。

クラブとの関係を視野に入れた情報収集を密かに行っ

まず１点は、１テーブルあたりの人数が４名しか

ておりました。このロータリークラブには、大塚の関

座っておりませんでした。ソーシャルディスタンスが

係者が在籍をされております。鳴門市は位置的には、

しっかりとられておりました。またテーブルの上には、

鳴門大橋で兵庫県の淡路島と繋がり美しい瀬戸内とそ

マスクケースが置いてありまして、これも見習いたい

の魚介類に恵まれており、鳴門の鯛は最高です。徳島

と思っております。また登壇の際の踏み台があり、お

とは、隣接する位置関係です。釧路と同じ海に面して

年寄りには優しい気遣いがなされておりました。

立派な港湾施設があり、大塚グループの本拠地にも

さて、本日の『情報集会』の発表例会のタイトルで

なっております。また釧路との関係では、大勢の人が

あります。「国内友好クラブについて」の話し合い。

大塚徳島工場に転勤で移動をしておりまして、釧路市

考え方を会員の方から幅広く聞けることを楽しみにし

出身の家族が大勢住んでおります。大事な交通アクセ

ておりました。

スですが、羽田空港経由で徳島空港に真っ直ぐ行くこ

今年度の会長活動目標の１つ「国内姉妹・友好クラブ

とができます。その他、関空から利用する便もござい

の可能性を調査する」ということでした。これを視野

ます。

に入れて行動をする予定でしたが、コロナ禍のために

また、鳴門市は私の趣味のお遍路の八十八箇寺の一

現在は制限をされて実施に及んでおりませんのが現状

番札所は霊山寺（りょうぜんじ）としてあり、阿波二

です。ただ会長としては、素案を有しておりますので、

十三箇寺のスタート地点でもございます。近くには、





第一次世界大戦の捕虜収容で有名な「板東俘虜（ばん

また、コロナの感染が拡大している中で、たくさんの

どうふりょ）収容所」の跡地があり、クリスマスで歌

方がご参加いただいて議論を深めていただいたことに

うベートーベンの「第九・歓喜の歌」をドイツ人が日

研修委員会を代表いたしまして感謝を申し上げる次第

本で初めて合唱したことでも有名です。現在は「ドイ

でございます。

ツ村」という観光地になっております。

このあと順次発表をしていただきますが、発表者の皆

この地は、四季の果物が生り、春には梅の花と桜の花

さんに１つお願いがございます。10 グループは初め

が満開で、お遍路さんには最高の場所です。夏、徳島

てです。１人３分お話されても 30 分かかりますので、

で行われる阿波踊りスポンサーにロータリーメンバー

できれば２分半ほどで終わらし願いたいと思います。

が入っており、阿波踊り見物も良い席で楽しめそうで

しご登壇されてその店や参加者・日にちなどは割愛し

す。

て本文に入って、起承転結３分以内に発表をしていた

いろいろ話しましたが、皆さんの好きなゴルフ場も

だければ素晴らしいロータリアンではないかと思いま

ございますのでご安心ください。

すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上、会長の私案をお話させていただきました。本日

また諸事情がございましてＤグループ・土橋副会長か

はありがとうございます。

ら発表をしていただいて、その後、Ａ・Ｂ・Ｃと流れて
いきますので、ご登壇、また降壇された後には次のグ

年功バッジの贈呈

舟木

博会長

ループの方がと、速やかな流れにしていただければあ
皆さん、こんに

りがたいと思います。よろしくお願いいたします。

ちは。当クラブで

それでは、Ｄグループ土橋副会長よろしくお願いいた

長年にわたりロー

します。

タリー活動に貢献
された２名の方に

Ｄグループ土橋

賢一君

『年功バッジ』がＲ

こんにちは。Ｄグ

Ｉ2500 地区より届

ループは人材不足

いておりますので、ご紹介させていただきます。

ではありませんが、

それでは、紹介させていただきます。まずは、在籍

副会長だからと

30 年・白幡

いって許されませ

博君、いらっしゃいませんね。続いて、

在籍 40 年・吉田

潤司君、ご登壇ください。

ん。
前向きな舟木会長

「出席優秀会員として、その功績を称え『年功バッジ』

の後にちょっと言いづらいのですけれども、Ｄグルー

をＲＩ2500 地区より贈呈させていただきます。在籍

プ副会長の私ではなくＤグループメンバーの一員とし

40 年おめでとうございます」

てお聞きいただければと思います。

（在籍 40 年吉田潤司会員へ年功バッジ贈呈）

タイムリーにも台北中央ロータリークラブとの姉妹
締結が５年経ちまして、来年の５月にそのあとをどう

■

本日のプログラム

しょうかと昨今議論されているところですけれども、

■

情報集会報告会

偶然にも周年やガバナーが輩出されて、地区大会が
あったり、そのような関係がありまして、毎年のよう

クラブ研修委員会

委員長

邵

龍珍

会員

お疲れ様でござ

に行ったり来たりになっていたものですから、皆さん
「負担感」を感じておられる方が多々おられるのでは

います。研修委員

ないかと、その上に今回のテーマですから、果たして

会委員長の邵です。

本当に大丈夫かと、ですから決して友好クラブを作る

本日は『情報集会

ことが悪いことではないことは百も重々分かっていま

報告会』というこ

すので、今はコロナも相まって、アクセルを踏んだり

とで、過日 10 グ

離したり、踏んだり離したりというような心持ちです

ループに分けて開

から、この話をするのには一番良くない時期だったの

催されました。報告者の皆さん、この後よろしくお願

かという感じは受けております。

いいたします。

１人２分半ですから、秒針が付いていないので分か

今年度のテーマは、先ほど会長が想いをお話しされま

らないのですけれども、決して友好クラブを作ること

したので、その想いを汲んで情報集会のテーマとさせ

が悪いことではないと分かっていますので、このコロ

ていただきましたことをご理解願いたいと思います。

ナが終息した後、またみんなでゆっくり、どうして行っ
たら良いかを検討していただきたい。ということがＤ





グループの意見でした。

ケースの関係で長崎や石川県の金沢」、あとは「同じ

以上です。ありがとうございました。

気候同士の所、また逆に違う気候同士の所で行き来が
あって良いのではないか」という意見がありました。

Ａグループ織田

亨君

それで面白い意見、「まずは文通から」がありました。
Ａグループは織

以上、Ｂグループでした。ありがとうございます。

田が発表させてい
ただきます。私た

Ｃグループ森村

好幸君

ちは、11 月９日月

皆さん、こんに

曜日、新型コロナ

ちは。Ｃグループ・

ウイルス感染が道

サブリーダーの森

内初の 200 名越え

村です。Ｃグループ

という日で、不安なスタートでしたがお酒が進むにつ

は 11 月６日に八千

れて、全員が何事もない感じで盛り上がってまいりま

代さんで行われま

した。まだ当日のメンバーで感染している者はおりま

した。そのご報告

せんので安心いただければと思います。
Ａグループは泉先生を中心に、さまざまな釧路市の

をしたいと思います。「炉辺会議」というのが私には
よく分からなかったのですけれども、その名のとおり

歴史等々の話を交えながら、ざっくばらんな会話をさ

お酒を酌み交わしながら終始和やかに進められたと

せていただいたところです。

思っています。

そんな中で、まず「当クラブの見聞を広げるために友

クラブとして国内友好クラブの可能性と是非なども含

好姉妹クラブが必要である」ということはもちろん全

めていろいろな討議がされました。最初はランダムに

員が一致でした。そして「これは当クラブ単独ではな

都市の名前が上がってきました。その中で一番多かっ

くて、釧路 7 分区のロータリークラブが合同で行く

たものが沖縄でした。友好クラブとして締結するので

方向を探るのが良い」という意見が多くありました。

あれば会員の皆さんが楽しく何度も交流できる場所が

釧路７分区全体で他のクラブと友好を図ることが一層

良いのではないか。行きたい場所が良いのではないか。

の活性化につながるということです。

そのような理由だったと思います。ただ沖縄にも複数

そして、選定に当たっては先ほど会長からお話があ

のクラブがあるので、そのクラブ同士の格も考慮すべ

りました音別にある大塚製薬ももちろん、そういう共

きではないのかとの意見もありました。

通点をきっかけに。例えば鳥取県との交流を模索でき

その沖縄ということで、友好クラブを提携する意義は

ないか。また、現在釧路ベイクラブで国内の港湾都市

何だろうとなりましたけれど、「特に見当たらない」

との交流を図っているので環境が同じ街と交流を図る

という話になりました。大義名分からいくと、今度は

ということもどうなのか話しました。また、鹿児島県

鳥取が出てきました。「鳥取は釧路市と昭和 38 年に

産の芋焼酎『真鶴』の鶴と言えば、釧路は『丹頂鶴』。

姉妹都市を提携したことで、大義名分では一番良いの

これを共通項として鹿児島県との交流を模索する、な

ではないか」となりました。その後、鳥取は鳥取で良

どと様々な意見が出されました。

いけれど、会員の皆さんが交流し続けられるような所

いずれにしても「釧路７分区が合同の形で積極的に進

か、あまり妥当ではないのでは、という話にもなりま

めて行きたい」という話でした。すみません。以上です。

した。話が多方面にわたりタイムアップになってしま
いました。

Ｂグループ山原

活志君

まとめとしては、友好クラブとしては、釧路ロータリー
皆さん、こんに

クラブ会員が行きたい場所であること。互いのクラブ

ちは。Ｂグループの

としての格を考慮すること。クラブ間の地理的な距離、

山原と言います。

費用負担等も考慮して慎重に考えるべき、という意見

よろしくお願いい

になりました。また相手側の意志も十分必要で、相思

たします。Ｂグルー

相愛がベストですね。でまとまったと私はそう思って

プは結果的にいう

います。どうもありがとうございました。

と、参加した皆さ
ん「姉妹都市の設置は賛成」でした。賛成するにして

Ｅグループ柴崎

も、「当クラブは、転勤の方が多いことから、いろい

Ｅグループの柴崎です。短くしようと思っていたとこ

ろな情報を持っていることで対応できる」という意見。

ろで、急にそんなことを言われても長くなるわけはな

あとは「選考委員会等々を組んで、慎重に選考するべ

いので、チャッチャと終わらせたいと思っております。

き」という案がありました。例えば「観光立国ショー

Ｅグループは、私もリーダーの芦名さんも、ロータリー

主悦君





の年数は長くない

国内の友好クラブに関して、市内の近隣クラブでは友

ものですから『台

好クラブを作っているところがあるのかを確認したと

北との経過』をい

ころ、先ほど話しに出ておりましたけれど、釧路ベイ

ろいろ教えていた

さんが「全国のベイクラブと交流をしております」と

だきました。

いうお話を聞きました。じゃ釧路つながりで、先ほど

その話の中で、こ

も話が出ておりました「鶴・製紙業・大塚製薬に関連

れから友好を結ぶ

のある地域のクラブはどうか」という意見もありまし

のは良いけれども「まず一度、そこを検証してみる必

た。また「観光名所はあまり考慮しないで、特産物が

要がある」というお話が先輩、割と古い方々からあり

あるところが良いのではないか」、「良いゴルフ場も必

ました。飲みながら話をしていく中で、皆さんからも

要だ」という意見もありました。地域では、「沖縄県・

お話があったように「釧路市の友好都市・鳥取」や「秋

鹿児島県の南国を冬に訪問をしたい」、また「道内では、

田の湯沢」、「鶴が縁で岡山」、「鹿児島の出水」はどう

函館方面が良い」という意見もありました。

か、という話がありました。

また、ちょっと変わった意見ですけれど、釧路ロータ

いずれにしても、「大義名分、なぜそことなのかが大

リークラブは、浜辺で会員が 100 人の大規模クラブ

事ではないか」という話。もうひとつは、鳥取なら鳥

ですけれど、関東以南の山奥で極端に会員の少ない

取でも良いのですけれども、釧路と同じように鳥取の

ロータリークラブを探してみて、仕事が定年になって

街にも幾つものロータリーがあって、どこと友好クラ

暇を持て余している方が３カ月ほど滞在をして、毎週

ブになるのかを考えなければならない、という話がご

メイクアップに参加をする、という意見もありました。

ざいました。

最期に、国内のロータリークラブで友好クラブを希望

現実的な話としては、できれば釧路から１本で行ける

しているクラブがあるかないかを中央に聞いて見ては

所、先ほど森村さんからもありましたけれども、行く

どうかという意見がありました。

のに１日、帰るのに１日であれば頻繁に交流も行われ

以上で、Ｆグループの報告を終了させていただきます。

にくくなるのではないかという話があり、例えば大阪
から車で１〜２時間、あるいは羽田や成田から１〜２

Ｇグループ得地

哉君

時間で行ける所は割と時間もとり易く行き易い所がで

皆さん、こんに

きるのではないか、という話がありました。

ちは。Ｇグループの

ただ、そこを最初に持ってきてしまうと、本末転倒の

得地です。Ｇグルー

話になると思うのですが、「多くの候補の中から選ぶ

プは会長が同じグ

のがよい」というお話をさせていただきました。以上

ループでして、今

です。

日の会長のお話と
被っていますが、

Ｆグループ古谷

守生君

今更原稿は組み替えられませんのでそのまま読ませて
Ｆグループ古谷で

いただきます。

す。よろしくお願

まずは、前程としての話ですが、台北中央クラブと

いいたします。皆

の交流のあり方を見直す時に国内友好クラブを新たに

さんの机の上に参

締結することはとても大切で、小さなクラブでも海外・

加メンバーが書か

国内と複数持っているクラブがあるという話がありま

れていますけれど、

した。そして、ロータリーのメリットについての話も

Ｆグループに樋口

出まして、ロータリーは世界的・全国的な広がりがあ

さんのお名前がありますけれど樋口さん当日は欠席さ

り他クラブのメンバーとのコミュニケーションが取れ

れておられました。

ることが大きなメリットで、またメンバーは地域の有

現行の台北中央ロータリークラブとの姉妹締結の経緯

力者の集まりであり、メンバーのネットワークを広げ

を天方直前会長から説明をいただきました。「現在の

ることにより地域にも大きなメリットが生まれるとい

台北との交流頻度を見直してから国内の友好クラブを

う話がありました。そこで釧路クラブについて考えた

探してはいかがか」という意見もありました。また「交

時、次のような話が出ていました。

流も毎年行っておりますけれど、５年サイクルぐらい

釧路クラブは、歴史と伝統のあるクラブであり 100

で良いのではないか」という意見もありました。その

人規模のクラブとしての格があります。釧路クラブは、

意見を言われた方は、１度も交流訪問をしていない方

釧路の中でインフルエンサー的な存在です。釧路クラ

でして、毎年行かれている方は、「行けば必ず楽しい」

ブが、釧路を代表するクラブであり釧路を代表する経

というご意見でした。

済人の集まりであります。故に友好クラブを検討する





際には、経済界中心の付き合いを勘案することが大切

て思ってはいるの

です。クラブの規模からして友好クラブが３つぐらい

ですけれども。い

あってもおかしくないクラブです。それなりのクラブ

ると思ったリー

との付き合いにこそメリットもあると思います。釧路

ダーも副リーダー

クラブにとってプラスなのかマイナスなのかが大切で

もいなかったこと

あり影響力がある所との付き合いが大切です。何より

で、皆さんの視線

もみんなが納得することが大切であり、釧路クラブに

が私に向いていた

とって「ヨシ」とするロジックがなくてはいけません。

のでとりあえず今ここに立たせていただいておりま

コンセプトがブレたらダメです。というような意見が

す。

出ていました。

その情報集会・炉辺会合の中で話されていた内容に

続いて、友好クラブを検討する時に、釧路は北海道の

関してですが、いま皆さんがおっしゃっているような

外れであり、南の国に憧れがあることが１つのポイン

内容が多かったと思っております。やはり日本製紙の

トである。できれば、直行便かそれに準ずる旅程が組

撤退を受けた報道の後だったので、やはり大塚製薬と

めることが望ましいという話でもありました。

いった企業をしっかりとクローズアップして行ったら

ここからＧグループの主題になってきて、舟木会長の

どうかという話がありました。鳥取や湯沢という皆さ

お話にも被る部分が出てきます。縁もゆかりもない所

んと似たような意見が多かったかと思っております。

であっても新しい出会いとつながりが生まれる。湯沢

それと平行して、台北との付き合い方もしっかりと検

市・鳥取市など釧路市の姉妹都市の関係からのアプ

証をしたうえで、続けることは一向に構わない。どう

ローチもあるが、いま釧路クラブとして何を重視して

いう付き合い方をしていくべきなのか、という話があ

検討をしなければならないのか、から発展しました。

りました。

日本製紙がこの状態の中で何をするか。われわれがで

突然振られたので、これくらいしかお話できなくて大

きることは何なのか。釧路の状況を考えながら友好ク

変申し訳ございません。以上で終了させていただきま

ラブを考えることは大切である。という展開になりま

す。

した。
そこで具体的に出た地名が徳島です。釧路市音別の大
塚製薬。この辺は割愛します。

Ｉグループ廣部

雅資君

Ｉグループの廣部です。当日は、お酒も入りました

まとめとして、今、日本製紙はこのような状況にあ

けれど、相当真面

る中で、大塚グループは重要なターゲットとなり得る

目に論議ができた

し商工会議所としても取り組みやすい存在であると思

と思いますので発

われ、そのために釧路と先方の経済界の結び付きと民

表をさせていただ

間での交流を深めることは大切です。大塚グループが

きます。

釧路を出て行くことを阻止するためには、鳴門・徳島

まず、討議の前

の経済人とのコミュニケーションが必要であり、何か

提として、皆さん

があった時のためにもコネクションと信用が大事で

先ほどから台北のお話もありましたけれども、こうい

す。

う話がありました。釧路ロータリーは 100 名以上の

相手としては鳴門クラブ、ダメであれば徳島クラブと

会員が在籍していて地域の中でもリーダー的な存在で

いう具体的な話もありましたが、経済規模の面から見

ある。さりながら過去には内向的な一面もありました。

ると、鳴門市の人口が約６万人、対し徳島市は 25 万

2010 年に台湾・台北との友好関係を築き始めて、

人以上なので徳島市の方がベターではないか。徳島市

2013 年に台北中央ロータリーとの友好関係を築き、

を経済的なターゲットに、商工会議所の中核メンバー

2016 年のクラブ 80 周年の時に台湾中央ロータリー

がいるクラブをターゲットにして検討をしてはどうか

と提携をしたという経緯を聞きました。

という話が出ました。

提携については５年が期限で、現在 84 周年であと１

いずれにしても、あくまでも徳島の経済人とのつなが

年ということもあります。2018 年にアンケートを実

りが大切であるという内容でした。

施した話がありました。その内容は、「台北中央ロー

以上、雑駁ですが、Ｇグループの発表とさせていた
だきます。ありがとうございました。

タリーと今後どのような提携をしていった方が良い
か」というアンケートと聞きました。そのアンサーと
して 53.8％の方が「国内クラブとの連携の方が良い」、

Ｈグループ市橋

多佳丞君

皆さん、こんにちは。Ｈグループで担当をした市橋
です。奇妙なもので、こういったご縁もあるのかなん

15.4% の方が「海外クラブとの提携の方が良い」、そ
して 25.3％の方が「必要ない」という結果だったと
お聞きしております。こういったアンケート結果など





も踏まえながら、今後提携をしていく時にどのように

界を見ている。このような活動や提携等を通じて釧路

考えていけば良いかを話しておりました。

を活性化させて、釧路を『日本のハブ』にしていきた

その内容としては、「国際理解と親善を目的としたう

い」。以上です。

えで、われわれと同様の課題があり、ともに活動をす
ることができて、そして長く関係を継続できる所を選

Ｊグループ岩田

信一君

ぶ必要がある。連携をするとしたら人と人との交流・

皆さん、こんに

つながりを大事にしていきたい」。ちなみにですけれ

ちは。Ｊグループの

ども、釧路北ロータリーはイラン、南は韓国、そして

岩田です。Ｊグルー

ベイは日本のベイ地域、と提携をしていると聞いてお

プは、リーダー・

ります。

副リーダーが良い

当時の交流で、特別天然記念物の『鶴』と『マリモ』

のか、資料のとお

を台北に贈っているということだったのですけれど

り多くの方が参加

も、天然記念物を贈ることは画期的なことで成果は

していただきました。ありがとうございます。

あったという話もありました。この鶴は中国系と日本

時間がたくさんあるらしいのですけれども、次年度

系の２種類がいるらしくて、日本の固有の鶴はいわゆ

85 周年を迎え、国内の友好交流をどのようにしてい

る近親を繰り返しているので身体が小さくなってきて

くかというテーマで話をさせていただきました。青年

いることもあり、他の種との交配も必要ということで

会議所の卒業生が多いということで、「鳥取や暖かい

非常に重要なことだったとお聞きしております。

所で沖縄などと、交流というよりも現地に行って楽し

次に、選定をしていくにあたって視点はどうなのかで

むことが良いのではないか」「姉妹にしないで友好交

すけれども、国内友好クラブの選定では「友好をどの

流を目的に楽しめるように」そして「５年スパンで代

ように考えるかが重要ではないか」という話になりま

えていくのはどうだろうか」
「５年間の友好クラブ」
「負

した。

担なく各地でゴルフを楽しむ」など、相手のロータリー

２つ視点がありまして、1 つは街として・地域として

次第ですけれども自然消滅しないためにも５年ごとに

のつながりに重きをおくのか。もう１つは人としての

代えていくという話がありました。

つながりに重きをおくということかと思います。街や

やはり時間が経つにつれ話が違う方向に行ってしまい

地域という意味では先ほどから出てきた長崎や金沢、

ました。吉田潤司さんが来られたので昔話に花が咲き、

徳島と地域性に共通点があるような所という話があっ

大変有意義な会議でした。ありがとうございます。

たり、また人として、でいうと地区外で見聞を広げる
ことができるということもありました。その中では、

クラブ研修委員会

邵

龍珍委員長

やっぱり№1 ロータリー同士で交流を持つこともいい

発表者の皆さん本当にありがとうございました。わ

手ではないかと。合わせて、地の利の良い所と組むこ

れわれの側もせかし過ぎて少し時間が短くなってしま

とが一番良いのではないかとなりました。例えば、銀

いました。当日、委員会が各グループの発表者の皆さ

座ロータリーという話なども出てきておりました。

んに「３分しかないのでメモをしてほしい」と言った

最後、討議のまとめですけれどもこういった提携は

のですけれど、今日は本当に皆さん普段ノーペーパー

義務感で参加をするものではなく、ロータリーのメン

でお話をされる方が、きちんとスムーズにいくように

バー自身が趣旨を理解したうえで気軽に参加できて、

準備をしていただいたことに、発表者の皆さんに感謝

気軽なメンバーで楽しい交流することが長きにわたっ

を申し上げまして、本日の『情報集会発表会』を終了

て継続できる関係になる。そういう友好関係を築いて

させていただきます。

いければ、という話になっております。

本日はありがとうございました。

これはちょっと私もブルッと震えました。これは誹謗
中傷ではありませんけれど、最後にこんなお話も出て
きました。「十勝は札幌を見ている。だが、釧路は世

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

無事に表敬訪問例会を終了しました。ありがとうございます。
今年度累計

224,000 円
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2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

疾病予防と治療月間
ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：理事会）
本日のプログラム 「年次総会 」
次週例会

「クリスマス家族会」
（担当：親睦活動委員会）

■ロータリーソング：「奉仕の理想」
■会員数

正紳君

99 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

■ソングリーダー：浅川

舟木

博会長
皆さん、こんにち

江戸時代の青年の１日の歩行距離は 10 里といわれて
います。１日に約 40 ㎞を歩く計算になります。女性・

は。食事の方はお続

子供でもだいたい８里を歩いたそうです。日本橋から

けください。「会長

出て１日 40 ㎞くらいを歩いて３日目には箱根くらい

の時間で、話すネタ

まで行く計算だと思います。現代のお遍路さんは普通、

がどんどんなくなっ

１日平均 25km から 30km を歩いておりますので、

てきて大変だ」と、

江戸時代の人間と比較するとずいぶん足が弱くなって

ある先輩に話した

いると思います。昔は立派な靴もありませんし、草履

ら、「舟木、お前は人のできない『四国巡礼の道』を

で歩いていたので今より大変でした。

何回も歩いて回っているんだから、いろんな話題があ

実際に歩いて分かったことですが、現在はアスファル

るだろう」と言われました。そんなわけで、何回かに

トの道を歩くことが多いので膝・足首・股関節に大変

分けてお遍路に関係のあるお話をさせていただきま

な負担がかかります。土の道を選んで自分で歩いてみ

す。

ると、土は足に優しく、心地よいことが理解できまし

お遍路ですごいことは、北海道の釧路にいては予想も

た。ですから、なるべく旧道といわれる古い道を選ん

しない知識を得たり、普通では絶対会うことのできな

で歩くようにしております。もちろん、距離はその分

いことや、絶対に会うことができない人に出会うこと

長くなりますけど、体にはすごく楽です。

です。私は仕事で結構、出張や視察が好きで、全国各

江戸時代の朝の歩き始めの時間は朝早く、夜明け前に

地、いろいろな世界にも足を伸ばして、いろんな所を

だいたい出発しておりました。ご存じの童謡「お江戸

回っていますが、交通機関を利用した旅行がほとんど

日本橋 七つ立ち」という歌をご存じだと思います。

ですので、歩いて旅行することはほとんどありません

皆さん、七つ立ちは何時ごろか分かる方はいますか。

でした。

現在の時間で４時ころですね。４時ころのまだ暗い中、

歩いて旅行をするには、現代の常識をほとんど捨てな

提灯を持って出かけていたと思われます。歌の中では、

ければなりません。多分、江戸時代の旅行の知識が一

高輪あたりで提灯を消すという歌詞がありますので、

番役に立つのではないかと思います。

そのころで夜が明けたと思われます。

当然のことですが、成人男子・女子・子供・老人、そ

お遍路でも、夜は早く寝て、朝早く出かける人がほと

れぞれ歩く速度が違いますので、旅の日程がおのずと

んどです。朝早く出発するのには利点があります。ま

決まります。

ず、朝方は非常に天候が安定していることです。雨も





朝方は降らないことが多いです。その間に濡れないで

び前年度の財務報告」。第３議案として「釧路ロータ

歩いて進むことができます。そして、早く宿に到着し

リークラブ細則改正の件」となっております。

て、足休みと洗濯ができるので安心です。足のケアに

その他の議案をお持ちの方、ございますでしょうか？

は 30 分ぐらいかけて毎日ケアしないと、長く歩くこ

いらっしゃいませんね。

とはできません。そして、早くお風呂に入ることがで

それでは、早速、第１号議案「2021-2022 年釧路ロー

きるので、特に雨に打たれた後は切実なことです。

タリークラブ理事・役員の選挙について」を進めさせ

現在の日本人の歩き方は昔とは大きく違っています。

ていただきます。

当時の歩き方は、現在と違って、手と足を一緒に出し

釧路ロータリークラブ細則第 3 条第１節に基づきま

て歩く『ナンバ歩き』という歩行方法でした。ナンバ

して、11 月５日に「次年度役員および理事の選挙」

歩きは手足・体を振らず滑るように歩き、現在の歩き

を告示させていただき、立候補を募ったところでござ

方より疲れない日本人に合ったものと言われておりま

いますが 11 月 12 日の立候補締め切りまでに申し出

す。また、当時の服装は着物でしたので、それにも由

がなかったことを受けまして、指名委員会を設置させ

来しているといわれております。この歩き方だと着物

ていただきました。

の着崩れが起きにくいという利点もありました。

11 月 26 日、指名委員会を開催させていただきまして、

そろそろ終わりますが、江戸時代の旅の話といいます

推挙させていただく候補者を決定させていただきまし

と十返舎一九（じっぺんしゃいっく ) の『東海道中膝

た。

栗毛』の弥次郎兵衛と喜多八の話が有名ですね。皆さ

はじめに、次々年度の会長の候補者を私から発表させ

んも、たまには古典の文学を楽しんではいかがでしょ

ていただきます。次々年度会長には、滝越康雄君を指

うか。

名委員会として推挙させていただきます。滝越君は、

今日も清聴ありがとうございました。

釧路ロータリークラブの在籍 34 年、昭和 63 年１月
28 日の入会です。現在、入会の順位は上から８番目

■

年
議長

舟木

の大ベテランです。在籍メンバー最後の昭和年代の入

本日のプログラム ■

次

総

会者でございます。豊富なキャリアと経験は釧路ロー

会

タリークラブの財産であります。

博会長

現在でも常に新しいことに挑戦をし続けており、毎週

ただいまより年次総会を開催させていただきます。

のようにコーチャンフォーで本を買って勉強している

不慣れですが、議長を務めさせていただきます。よろ

姿を見るにつけ、このまま埋もれてしまうにはあまり

しくお願いいたします。また、皆さまには円滑な議事

にも惜しい人物だと思っておりました。

進行への協力をお願いいたします。

皆さん、滝越さんを掘り起こすには大変でした。滝越

それでは、釧路ロータリークラブ細則第 5 条第 1 節

さんのポテンシャルをもってして新旧織り交ぜたロー

に基づきまして、年次総会を始めさせていただきます。

タリー活動が期待されます。皆さまの期待に応えるべ

はじめに定足数の確認と本日の出席状況につきまし

く『いぶし銀』を磨いての次々年度の会長を期待して

て、土橋副会長より報告をお願いいたします。

おります。
それでは、皆さまの拍手を持ってご承認をいただける

定足数の確認と本日の出席状況

土橋

賢一

副会長

と思います。皆さん、よろしくお願いいたします。

定足数は釧路ロータリークラブ細則第１条の５に基
づき、当クラブの会員総数の３分の１となります。

（拍手）

12 月３日現在の釧路ロータリークラブ会員総数が 99
名、定足数が 33 名となりまして、本日の出席者は

それでは、全会一致で滝越君が会長ノミニーに決定

48 名ですので、本総会は成立することをご報告いた

いたしましたので、早速、会長ノミニーの滝越君より

します。

スピーチを頂戴いたしたく思います。
2022-2023 年度会長ノミニーの滝越康雄君、よろし

議長

舟木

博会長

くお願いいたします。

ありがとうございました。本日の年次総会が成立す
るとの報告がございましたので、安心して進めさせて
いただきます。

2022-2023 年度会長ノミニー

滝越

康雄君

こんにちは、滝越です。今、舟木会長のご推薦を受

次に、議案の確認をさせていただきます。

け会長ノミニーを受託させていただきました。伝統と

本日の議案は、第１号議案として「2021-2022 年度

重厚感のある会の代表として、責任者で、恐ろしさを

の釧路ロータリークラブ理事・役員の選挙について」、

感じております。私自身、自分で能力・寸法がわかっ

第２号議案「現年度の収入と収支を含む中間報告およ

ております。今日は普段の私と別な私がスピーチして





いる気がいたしま

す。以上です。

す。
今までの経過でいろ
いろ悩みましたが、

議長

舟木

博会長

2022-2023 年度会長ノミニーの滝越康雄会員、あ

心理的にいろいろな

りがとうございました。

いきさつもありまし

続きまして、2021-2022 年度理事候補者を杉村会長

た。気負うこともな

エレクトより発表したいと思います。杉村会長エレク

く次々年度を乗り越える気持ちでいっぱいでございま

ト、よろしくお願いいたします。

す。何事もメンバーのご協力なくしてありませんので、
ひとつ皆さん協力をよろしくお願いいたします。
建前はここまでですが、舟木会長との経過を申し上

2021-2022 年度理事候補者発表

杉村

荘平会長エ

レクト

げますと、８月ぐらいから目線が怪しかったので少し

杉村荘平です。大変がんちくのある赤裸々なノミ

離れたのです。あまり店に行かないようにして。８月

ニーのご挨拶の後で圧倒されそうですが、次年度も頑

の中過ぎに一言あったのです。慌てて帰って来て、メー

張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いい

ルで全部断りました。

たします。

でも、メールごときでは断り切れなくて、仕事で歩い

改めまして、次年度の理事の候補者を発表させていた

ている時に、肉声で来たものですから、もう半分面倒

だきます。お名前呼ばれた方はその場でご起立いただ

くさくなって「分かった」というほぼ捨て台詞です。

ければと思います。

そういうことで受ける形になりました。

理事・副会長・浅川正紳君、理事・幹事・市橋多佳丞

いろんな雰囲気を見ていると、10 月に野遊会もあっ

君、理事・ＳＡＡ・邵龍珍君、理事・会計・吉田秀俊君、

たのですが、皆さんの目線が何かおかしいので、11

理事・中島徳政君、理事・村上祐二君、理事・小野寺

月初めに舟木会長にメールで「俺、クーリングオフす

俊君、理事・甲賀伸彦君、そして次年度直前会長とな

る。１回キャンセルする」と言ったんですよ。そうし

ります舟木博君、ただいま、会長ノミニーとして承認

たら、折り返しが来て「何言ってんだ。ぶれるな」と

されました次年度会長エレクト・滝越康雄君、そして

𠮟責を受けまして、男らしくないなと思ったりして、

私・杉村を加えました 11 名で次年度理事予定者とさ

決断した次第です。

せていただきます。

その前、９月 26 日でしたか、大好きな半沢直樹のテ

皆さまのご賛同をよろしくお願いいたします。

レビドラマのラストシーンで道場の場面があって、い
ろいろ問題抱えている半沢直樹に、周りから「ごちゃ

議長

舟木

博会長

ごちゃ考えずに、やれ」という場面があったのです。

杉村会長エレクト、ありがとうございました。ただ

もうひとつは、私が最近見た本のタイトルで『心配事

いま、発表された候補者に理事者となっていただくこ

の９割が起きない』というタイトルの本を買いました。

とについてもご承認いただけるでしょうか。

「あまり取り越し苦労してもいけない」ということで、

皆さま、拍手をもってご承認いただきます。

やった方が早いなと、踏ん切りました。

ありがとうございました。

ここで例え話はあれですが、9 月くらいに舟木会長と

それでは、改めて杉村会長エレクトより一言のご挨拶

会っていると、なにかうちの事務所の古くなって黒ず

いただきます。

んだ蛍光管みたいな表情だったのです。10 月になる
と新品の LED 菅になってピッカピカと明るかったの

杉村

荘平会長エレクト

ですよ。本当に重荷がこっちに来たという感じで、こ

度々恐れ入りま

のスピーチにふさわしくないけど、憎たらしくなって

す。改めまして、理

います。

事のご承認ありがと

さっき、私の女房の誕生日を言われましたが、12 月

うございました。

３日の今日が女房の誕生日なんです。とってもこの話

次年度は釧路クラブ

は恐ろしくて、持ち帰られません。しばらくやり取り

85 周年の節目の年

しているうちに分かると思うので、そういう事情で頑

を迎えます。このコ

張ります。

ロナもその頃になりましたら、もう少し落ち着いて通

ただ、すぐにやりたいけど 1 年半後なので、待ち時

常のロータリーに近い活動ができるだろうという希望

間が長いので疲れるかなという気がします。

的観測を含めて考えますと、次年度は釧路クラブの歴

いずれにしても、会長の役に就くまで物故会員になら

史を振り返りながら、皆さんが出席して楽しいクラブ、

ないように頑張りますのでよろしくお願いいたしま

この釧路クラブでロータリー活動ができる喜びを皆さ





んに十分に感じ取ってもらう１年にしたいと思ってお

そういったところに合わせて、しっかりと検討してい

ります。

ただいて釧路クラブらしい有意義な使い方をしていた

僕も、この釧路クラブからかなりご恩をいただいてお

だけたらという思いで作っています。

ります。来年１年間、この素晴らしい理事の皆さんと

続きまして、その下、嵯峨育英会に例年より少し多め

このご恩を少しでもお返しできるように頑張りたいと

の 50 万円ほどを振り替えさせていただいております。

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

最終的に次年度への繰越金は、この差額 856,754 円
になりますが、今年度への繰越金としております。

議長

舟木

博会長

以上が昨年度の支出の決算報告となります。いつもと

雄弁なスピーチありがとうございました。それでは、
第２号議案に移りたいと思います

違う形で余剰金が発生していますので、項目ごとの説
明は避けさせていただきますけど、こういう形で昨年

「現年度の収入と支出を含む、中間報告、および前年
度の財務報告について」であります。

度は決算しておりますので、ぜひよろしくお願いいた
します。以上でございます。

はじめに、前年度の財務報告を昨年度幹事の松井君、
よろしくお願いいたします。

議長

舟木

博会長

昨年度の松井幹事さん、ご苦労様でした。
前年度財務報告発表

松井

聖治幹事
ご苦労様でござい

続きまして、現年度の中間報告を荒井幹事、お願いい
たします。

ます。昨年より定款
において年次総会に

現年度の中間報告発表

荒井

剛幹事

て決算報告をするこ

現年度の収支と支

とになっております

出についての中間報

ので、それに則って

告をさせていただき

報告させていただき

ます。

ます。

今年度と申しても、

活動報告書に決算書が載っておりますけれど、テーブ

７月から始まって、

ルにもコピーを置いてありますので、確認していただ

７・８・９・10 月

けたらと思います。

末までの中間報告になります。１年で計算しますと３

まずは昨年度の決算、収入の部ですけれど、こちらは

分の１が経過しております。

予算とほぼ変わりがございません。１点のみ、姉妹ク

事業収入は概ね皆さまのご協力をいただきまして、会

ラブ交流積立金の実績が増えておりますけれど、こち

費等はしっかりいただいているところです。若干名が

らは台北中央ロータリークラブの歓迎レセプションの

会費をまだ支払いしていただいていないところはござ

会費を入れておりますので、収入・支出とも予算額よ

いますが、概ねお支払いしていただいています。

りも増える形になっております。それ以外は人数の変

事業収支につきましても全体としては今 30％を超え

更のみです。

ていて、３分の１が経過するところですので、ちょう

続きまして、支出の部に関しては何度かご報告させ

どいい割合かなと。

ていだいておりますけれど、昨年度はコロナの影響が

ただし、コロナ等の関係で中学親善硬式野球大会等の

ありまして、ＩＭや周年など、いくつかの事業が中止

事業支出がない分、やや 33％を下回る状況で、そう

になっております。その中止になったことにより、余

いう理由に基づいております。収入・支出については

剰金が多く発生しております。その余剰金の扱いに関

概ね順調という報告で中間報告とさせていただきま

して、昨年度理事会で「いったん基金として残して、

す。以上です。

コロナと今年度の決算なども踏まえて、どういう形で
使っていけばいいのか、いったん棚上げして、しっか
りと有意義な使い方を考えた方がいい」というご意見

議長

舟木

博会長

前年度・現年度の幹事の報告事項ですが、拍手を持っ

をいただきまして、『特別対策基金』という名前の基

て承認していただければ助かります。

金を作らせていただきまして、約 300 万円あります

続いて、第３号議案「釧路ロータリークラブ細則改正

昨年度のコロナによる余剰金を実際の繰越金とはせず

の件」に入りたいと思います。すでに細則改正案につ

に別に基金の口座を作って管理をする形で実績に計上

いては皆さまに配布させていただいているところです

させていだいております。

が、改正案を提案した趣旨について改めて説明申し上

こちらの基金に関しては、先ほど杉村エレクトからも

げます。

ありましたけれど、来年 85 周年もございますので、

今回、改正するのは『休会制度』を導入する点にあり





ます。健康上の理由、もしくは会社経営上の理由によ

人頭分担金等は免除の対象になりませんのでご留意く

り一時的に例会やロータリー活動を参加できないとい

ださい。

う場合にも、今の制度では退会しか認められておらず、

休会会員の期間ですが、原則として半年、さらに一度

一定期間休会する制度がございません。

だけ延長が考えられ、合計で最大１年となっておりま

折しも、新型コロナウイルス感染拡大が懸念され、国

す。

際ロータリーのホルガー・クナーク会長も各クラブに

いずれも書面によって理事会に提出していただいて、

対して、退会防止に努力するように求めております。

理事会の判断によって「休会する・しない」を判断さ

これを受けて、今年度の会長基本方針の活動目標とし

せていただくことになっております。以上です。

ても『退会防止』を一番に挙げております。
そこで今般、会員の退会防止という観点から休会制度
を導入するための細則改正案をご提案申し上げまし

議長

舟木

博会長

時間があまりございませんが、質疑応答に入りたい

た。

と思います。ご質問がございましたら、皆さんご意見

休会制度についての補足説明を荒井幹事よりお願いい

お出しください。なければ、このまま審議に入りたい

たします。

と思います。

休会制度についての補足説明

荒井

剛幹事

ございませんね。

なかなか時間がございませんので、机上に『Q&A』

ご提案いただきました「休会制度を導入するクラブ細

を配布させていただいております。事前にメール等で

則改正案について」ご承認をいただけますか。いただ

も配信させていただいておりますが、この休会制度に

ければ拍手でお願いいたします。

対して素朴に抱かれる疑問点を挙げております。

ありがとうございました。満場一致で承認をいただき

「休会会員になった場合には例会に参加することがで
きるのか」という質問。それにつきましては「ビジタ

ましたので、細則 13 条に従い、細則が改正されたこ
とをご報告申し上げます。

−費相当額をお支払いいただいて例会に参加していた
だくことが可能」となっております。

これで本日の年次総会議案は全て終了ということにな

また、ロータリアンという身分は変わりませんので、

りました。

他のクラブにロータリアンとして参加することも可能

皆さまのご協力によりまして、大変スムーズに進める

となっております。大きなポイントとしては休会会員

ことができました。感謝申し上げます。

になりますと、クラブの年会費が免除されるというこ

以上、本日の議長を退任させていただきます。大変あ

とになります。

りがとうございました。

ただし、免除されるのはあくまでクラブの年会費でし
て、その他の分区、もしくはＲＩに支払っていただく

本日のニコニコ献金
■天方

智順君

釧路市の優良施工業社として表彰を受けました。社長と違い、職員は優秀なんです。

■杉村

荘平君

次年度の理事者の件、宜しくお願い致します。

■浅川

正紳君

本日、北見市内に 2 軒目の店舗がプレオープンします。このあと鹿に当たらない様、気を
付けて行ってきます。
今年度累計

235,000 円
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第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

疾病予防と治療月間
ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：親睦活動委員会）
本日のプログラム 「クリスマス家族会」
休会

次週例会

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数
■ビジター

大亮君

99 名
釧路北ローターアクトクラブ
〃

■ゲスト

■ソングリーダー：瀧波
日野

聡子会長

名和

駿作幹事

なし

会長の時間

舟木

博会長
皆さん、こんばん
は。本日は、コロナ
禍のなか多くの皆さ

いるかご存じでしょうか。地元地域や世界でロータ
リーの会員は、自分の職業や経験を活かして、草の根
レベルと世界レベルの活動を行っております。
ロータリーが特に重点を置いているのは、６つの分

まに『クリスマス家

野です。「世界平和の推進」「疾病との戦い」「きれい

族会』に参加いただ

な水の提供」「母子の健康」「教育の支援」そして「地

き心より感謝申し上

元経済の成長」です。これらの６分野に加え、ロータ

げます。参加してい

リーが 1979 年より継続して取り組んでいる『ポリオ

ただいた皆さまには、できる限りの安全対策を講じて

撲滅』の活動があります。これまで積み重ねてきた活

お迎えいたしますので、今宵のひとときを楽しんでい

動の成果により、現在ポリオの感染が続くのは全世界

ただければ幸いです。

で僅か２カ国となりました。つい先日のニュースで「ア

本日は、日頃よりロータリー活動を支えていただいて

フリカにおけるポリオが根絶された」ということが発

おります家族の皆さまがおりますので、少しロータ

表されております。

リーの活動についてお話しをさせていただきます。

また、ロータリー活動の視野は広く、学生や若い社会

釧路ロータリークラブは、現在 100 名のメンバー

人が仲間とともにリーダーシップの力を伸ばす活動を

で構成されております。各メンバーは、ロータリー活

しております。これは『インターアクト』と『ローター

動を目標に異なる職業・観点を持つ人々が集まって、

アクト』の２つの組織となっております。

問題を多角的に捉え、各業種のリーダーである会員が

インターアクトでは、社会奉仕と国際交流に関心のあ

それぞれの持ち味を発揮して活動をしております。地

る 16 歳〜 18 歳の学生が活動しており、多くの場合

元のニーズに地元で取り組むことができるのも地元に

は学校別にクラブが結成されております。当クラブで

根付いたロータリークラブならではの特徴だと思いま

は、武修館高校の生徒に支援をしております。

す。

そしてローターアクトでは、18 歳〜 30 歳までの若

ロータリーでは、全員が様々な方法で新しい人と出

者が社会貢献の活動に参加し、キャリアに役立つ専門

会い、アイデアを交換し、交流をしております。地元

スキルやリーダーシップの力を身に付けております。

や海外でロータリークラブがどのような活動を行って

ロータリーでは『ＲＹＬＡ（ライラ）』、ロータリー青





少年指導育成プログラムを毎年行っております。ＲＹ

開会宣言

ＬＡは、若者を対象に各地のロータリークラブと地区

クラブ運営委員会

が実施するリーダーシップ研修プログラムです。

滝越

康雄委員長

こんばんは。クラ

ロータリーはこのように様々な活動をしております。

ブ運営委員会委員長

決してゴルフとお酒ばかり飲んでいるクラブではござ

の滝越です。よろし

いません。

くお願いいたしま

以上、簡単ですが日頃のロータリー活動のお話をさせ

す。本日はこの時節、

ていただきました。

非常に困難ななかご

このあと理事と親睦委員会で楽しい企画を用意してお

出席いただきまして

りますので、今宵は楽しいクリスマス家族会をお過ご

大変感謝しております。理事会では、最後まで開催の

しください。皆さまご静聴ありがとうございます。

是非を論議いたしました。
開催に先だって、感染症対策に対して万全を期してお

■

本日のプログラム ■

クリスマス家族会

ります。クラブと会員ご家族との出会い・ふれあいは
この家族会の時しかございません。また今年はどこに
もお出かけになる機会もなかったと思いますので、皆
さん、最後までお楽しみください。
以上をもって開会として宣言いたします。よろしくお
願いいたします。
次年度理事・役員紹介
2021−2022 年度釧路ロータリークラブ
杉村

荘平会長エレクト

皆さん、改めましてこんばんは。この時期、2021
や 2022、23 とこんがらがりますが、来年の 2021−
2022 年度で私が会長をさせていただきますが、一緒
に頑張っていただける理事の皆さんをご紹介したいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次年度理事のご紹介をさせていただきま

親睦活動委員会

岩田

信一君

皆さん！メリー
クリスマス。これ

すが、大変恐縮でございますがお名前を呼ばれた方は
ご登壇をお願いしたいと思います。それでは発表しま
す。

より年に一度のお

2021−2022 年度釧路ロータリークラブ副会長・

楽しみ釧路ロータ

浅川正紳君、幹事市橋多佳丞君、ＳＡＡ・邵龍珍君、

リークラブの『ク

会計・吉田秀俊君、クラブ運営委員会担当・中島徳政

リスマス家族会』

君、クラブ広報会員組織委員会担当・村上祐二君、奉

を行います。

仕プロジェクト委員会担当・小野寺俊君、ロータリー

それでは早々、開会宣言をクラブ運営委員会・滝越委

財団奨学推進委員会担当・甲賀伸彦君、そして次年度

員長よりお願いいたします。

直前会長になられます舟木博君、先ほどご挨拶をいた
だきました次年度会長エレクト・滝越康雄君、そして





私を含め 11 名で次年度理事を務めさせていただきま

開催するに当たっては、しっかりとした感染対策を

す。

とって行こうと、私の目の前にもこの大きなアクリル

続きまして、これからお名前を呼ぶ方はその場でご

板もございますし、皆さんの周りもアクリル板で囲わ

起立をお願いいたします。次年度会計監査・西村智久

れていて、何やら水槽の中にいるような気分ですけれ

君、クラブ研修リーダー・脇弘幸君、副ＳＡＡ・後藤

ども、これも皆さまの安全・安心のためご理解をいた

公貴君、副幹事・得地哉君、同じく田内康章君、以上

だければと思います。

のメンバーで 2021−2022 年度を頑張っていきたい

舟木年度の半分が過ぎようとしています。コロナ禍

と思います。皆さま方の叱咤激励、ご指導ご鞭撻をよ

ということで思いどおりの活動ができない部分はあり

ろしくお願いいたします。

ますけれども、これから下期に向かってもコロナに負

素晴らしいメンバーでございます。よろしくお願いい

けずにしっかりと最後まで頑張っていただきたいと思

たします。

います。
また、杉村年度が本格的な準備に入るということで、

滝越

康雄会長ノミニー

度々の登壇ですみません。先般の総会において舟木

この準備期間の中でしっかりと知恵を出しながら準備
をしていただき、来年７月から素晴らしいスタートを

会長のご推薦を受け、会長ノミニーをお引き受けいた

切っていただければと思います。

しました。伝統ある会の代表として重圧感でいっぱい

ひとつ忘れました。本日の企画運営を務めていただい

でございます。釧路クラブの会員名簿の古い在庫ファ

ております佐藤委員長をはじめ親睦活動委員会の皆さ

イルから私のファイルが引っ張り出されまして、ノミ

ま、今日は大変でしょうけれどもどうぞよろしくお願

ニーということでお引き受けした次第でございます。

いいたします。それでは乾杯をさせていただきます。

私の前、来年度は若き杉村会長でございます。18 歳

「声高らかに」と言いたいところですが、飛沫が飛

の年齢差があり、若々しさとメンバーを引きつける力、

んでしまいますので今回は、品良く行きたいと思いま

物腰、全てにおいて及びません。新世代が出た後の旧

す。よろしくお願いいたします。

世代としては非常にやりにくさを感じます。

それでは、本日お集まりの皆さまのご健康とご多幸を、

私の釧路ロータリー在籍は 33 年で、釧路ロータリー

そして釧路ロータリークラブの益々の発展、またコロ

は今年度で設立 84 年ですけれど、84 年のうち 33 年

ナの早い終息、を願いまして乾杯させていただきます。

間は在籍をして見てきておりますので、この実体験を

それではご唱和をお願いいたします。

元に私の担当年度では 86 年目をきちんと運営して引
き継いでいきたいと思っております。

「乾杯」
ありがとうございました。

何事もメンバー諸兄の協力なしには何もできません
のでよろしくお願いいたします。
また会員を裏で支えていらっしゃる奥様方のご協力に

（サンタクロースの登場）

は常日頃感謝しております。ご家庭から見えない部分

（余興・大抽選会）

に、奥様方のご支援を何卒よろしくお願いいたします。
以上、簡単ですけれど挨拶に代えます。ありがとう
ございました。

閉会挨拶
土橋

賢一副会長
皆さん、楽しんで

乾杯挨拶

いただけましたで

脇

しょうか。（拍手）

弘幸パスト会長

皆さん、改めましてこんばんは。本日は毎年楽しみ

僭越ではございます

にしております『年末クリスマス家族会』にはコロナ

が、一言お礼を申し

禍でいろいろな不安があるなか、このようにたくさん

上げたいと思いま

の皆さまにご出席をいただきまして大変ありがとうご

す。

ざいます。特に奥様をはじめご家族皆さまのご参加に

本日、釧路ロータリークラブ・クリスマス家族会にこ

感謝を申し上げます。

のようにたくさんの皆さんがお集まりいただきまして

今回のこのクリスマス家族会の開催については、先

大変ありがとうございます。そして日頃、私たちロー

ほど滝越委員長からございましたとおり、舟木会長を

タリアンがお金と時間を使って、このロータリー活動

はじめ、理事の皆さま、そして親睦活動委員会の皆さ

をさせていただけることも、奥さんとご家族のご理解

まもギリギリまで開催について悩んだことと思いま

ご協力と諦めがあってこそできると思います。いつも、

す。ですが、やはり釧路ロータリークラブはコロナに

いつも、ありがとうございます。

負けないという思いの中での開催かと思います。

また今日のこのパーティーを準備・運営をしてくださ





いました。佐藤委員長をはじめとしての親睦委員会の
皆さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございま

皆さんご起立ください。
『舟木丸』はまだ航海の途中でございます。

した。

本日は「シャシャシャン・シャシャシャン・シャシャ

先ほど、寸劇がありました。大変恥ずかしかったです

シャン・シャン」と一本締めで締めたいと思いますの

けれども寸劇のプロデューサーを務めていただきまし

で、皆さんご唱和のほどよろしくお願いいたします。

た滝越大委員長、重ねてお礼を申し上げます。ありが

それでは、皆さんのご健康と釧路ロータリークラブが

とうございました。

益々発展することをご祈念いたしまして、お手を拝

なにはともあれ、楽しい時間を過ごさせていただきま

借！

したことに感謝を申し上げまして、この場を締めさせ
ていただきたいと思います。

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

なんとかクリスマス家族会までたどりつきました。ありがとうございます。

■土橋

賢一君

メリークリスマス！！

■荒井

剛君

メリークリスマス！！
今年度累計

253,000 円

クリスマス家族会スナップ
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国際ロータリーテーマ
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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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2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

平和と紛争予防／紛争解決月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

釧路北ローターアクトクラブの活動について（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「税のよもやま話」（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：「奉仕の理想」
■会員数
■ビジター

裕之君

98 名
釧路北ローターアクトクラブ
同

■ゲスト

■ソングリーダー：杉浦

社会専門知識委員会

会長

日野

聡子君、 同

理事

斎藤

慎也君

副幹事

松永

憲人君

なし

ご来訪のお客様のご紹介

土橋

賢一副会長
本日、ご来訪い

慮してくれて、できるだけ避けてくれた思いやりを受
けました。おかげで無事に 60 年を過ごしたわけなの

ただきましたお客

です。

様をご紹介いたし

そんなこともあってロータリー会員としていた 60 年

ます。

間はろくなことはしたつもりはなく、むしろ、皆さん

釧路北ローターア

に迷惑をかけてき

クトクラブ会長、

た。といっても、

日野聡子君です。

私が一番古いので、

続きまして、副幹事松永憲人君です。続きまして、社

たぶんもうこの会

会知識専門委員会理事斎藤慎也君です。釧路北ロー

から抜けられた先

ターアクトクラブの皆さん、本日はよろしくお願いい

輩ということにな

たします。

ろうと思いますけ
ど。

キャビネット寄贈に関して

泉

敬君

そのお礼を込めてクラブに何かしたいということでは

大げさなことを

あったのですが、たいしたことはできませんで。幹事

するつもりはな

と相談したら、キャビネットが古くなったので新しい

かったのですが、

形にして皆さんに使ってもらえれば、ということで今

ちょうど 60 周年と

回、そんな形取らせていただきました。

いうことで、昨年

皆さんによろしく使ってもらえればと思っておりま

この会でお祝いを

す。どうもありがとうございました。

いただいたのです。
私はとにかく 60 年間、無事に会員としてロータリー

荒井

剛幹事

生活してきたわけです。実は、私が入会した当時は非

泉先生、改めて大変感謝申し上げたいと思います。

常に多忙だった関係があって、大変な役割は先輩が配

末永く使わせていただきたいと思います。これは当ク





ラブ会員の得地ファニチャの得地さんに作っていただ

えない」という会員もおりましたので、この変更によっ

きましたのでご紹介申し上げます。

てアクトに入れる年齢の幅も広がり、より多くの方に
ローターアクトクラブ活動を経験していただける機会
が増えるのではないかと感じております。

■

本日のプログラム ■

釧路北ローターアクトの活動について

続いて、今年度実施した例会についてご報告させてい
ただきます。幣クラブでは２月 18 日、今日現在で全
12 回の例会を開催いたしました。こちらの一覧にも

プログラム委員会

中島

徳政委員長

あるとおり、４回の例会が感染症の影響により中止・

２カ月ぶりです。新年のご挨拶していない方もい
らっしゃると思いますの

延期となっております。これまで実施できた 12 回も

で改めまして、あけま

感染症の拡大状況により、急遽プログラムの変更や日

しておめでとうございます。後半のプログラムもよろ

程の変更など、都度、感染症の状況に合わせ対応しな

しくお願いいたします。

がら開催を行ってまいりました。

先ほど、土橋副会長からご案内いただきましたとおり、

今年度は上期に４名という多い会員が入会してくれた

本日は釧路北ローターアクトクラブの皆さんに来てい

こともあり、会員の学び・経験の機会を絶やさないた

ただいております。「釧路北ローターアクトクラブの

めにも、できる限り活動をストップすることがないよ

活動について」ということで今日はご講演いただくこ

うにと心がけながら活動を行ってきた次第です。

とになっております。

それでは、これまで行ってきた例会の中からいくつか

それでは、会長の日野聡子様にマイクを譲りたいと思

ご紹介させていただきます。

います。よろしくお願いいたします。

まずは 2020 年７月４日開催、
「新年度活動計画」です。
今年度の第１例会でしたが、例年であれば表敬訪問と

釧路北ローターアクトクラブ

日野

聡子会長

して第７分区のロータリークラブの会長・幹事様にお

皆さん、こんにち

越しいただき、活躍の報告等をさせていただく予定で

は。釧路北ローター

したが、今回はクラブ会員と提唱クラブのロータリア

アクトクラブの今年

ンの方のみという形で人数を制限して開催をさせてい

度会長を務めており

ただきました。例会の内容は新年度の役員や理事の紹

ます日野聡子と申し

介、新年度の活動計画の発表を行いました。この例会

ます。後ろにおりま

では無事に新年度がスタートしたことにホッとした気

すのは副幹事の松永

持ちと、自分の会長年度が始まったことを実感し、緊

憲人会員、こちらが理事の斉藤慎也会員です。本日は

張感を持って新年度をスタートすることができまし

どうぞよろしくお願いいたします。

た。

はじめに、釧路ロータリークラブの皆さまにおかれま

続いては、2020 年９月 28 日開催の「SDGｓ( エスディ

しては、常日頃アクト活動に多大なるご支援・ご協力

ジーズ ) で変わる世界」です。皆さんご存じだと思い

をいただきまして誠にありがとうございます。本日は

ますが『SDGｓ』とは 2015 年に国連が掲げた『持続

アクトの活動についてお話させていただける機会をい

可能な開発目標』です。この例会では SDGs の 17 の

ただきましたことを心より感謝申し上げます。

目標について会員みんなで勉強し、私たちにでもすぐ

今年度は新型感染症の影響によりロータリークラブの

できる身近な取り組みであったり、実際に SDGs に取

皆さまにもなかなかアクトの活動にお越しいただけな

り組んでいる道東の企業さんについてご紹介をしまし

い、そういった状況だったかと思います。ここまでの

た。

活動について皆さまにご報告をさせていただければと

私自身、SDGs という言葉を聞いたことがあっても、

思います。

これまで詳しく知る機会はございませんでした。アク

パワーポイントをご覧ください。まずは現在の会員状

トの例会を通じて知ることができたことだと思いま

況についてご報告させていただきます。今年度は 11

す。世の中には知ろうと思わないと知れないことはた

名での会員スタートとなりましたけれども、上期で４

くさんあると思います。アクトの活動だからこそ、こ

名の新入会員が入会いたしました。現在は 15 名で活

ういったことを自然と学ぶことができる「アクト活動

動を行っております。また、今年度からのローターア

の意義」を改めて感じる例会でした。

クトクラブ、幣クラブの変更点としまして、ＲＩの「年

続きまして、2020 年 10 月 24 日開催の「ジャック・

齢上限を解除する」新たな規定により、これまで 30

オー・ランタンで街を明るくしよう」という例会です。

歳までと定めていた年齢条件を「35 歳まで在籍可能」

釧路の小学生を対象に『ジャック・オー・ランタン』

と変更しました。実際にこれまでの卒業者の中にも「ア

という大きなかぼちゃのランタン作りを行いました。

クト活動を続けたいが年齢制限のために退会せざるを

当日は、上段のように屋外でのランタン作りで感染症





対策を行いながらの開催となりました。

開設し、アクトの例会等を YouTube で配信している

実はこの開催の直前で釧路市内の新型感染症の感染拡

状況です。ＳＮＳ（えすえぬえす）やインターネットで

大があり、例会を開催するべきかギリギリまで悩んだ

検索した時に、私たちがどのような活動をしているの

のですが、どうやったら開催できるかを考え、感染対

かすぐ知ってもらえるような環境づくりを行っていま

策を徹底して踏み切りました。当日は 22 名のお子様

す。

が集まり、栄町平

今年度は新たに釧路北ローターアクトクラブの公式

和公園を使用し屋

LINE( ライン ) を開設いたしました。この LINE を使っ

外でジャック・

てイベント参加募集など行っているのですが、気軽に

オー・ランタン作

お問合せいただけることもあり、LINE に一般の方か

り。夕方からは子

ら「どういったクラブなのですか」とお問合せいただ

供たちの作ったラ

くことも実際にありました。

ンタンをＬＥＤ

クラブ活動やクラブ外での活動を充実させて、その様

キャンドルで灯し

子をＳＮＳやホームページなどで発信することで、ま

て、公園内でのライトアップセレモニーを行いました。

だ見ぬ新入会員へ向けてアクトクラブのプラスのＰＲ

こういったイベントを開催することについて批判の声

ができているのではないかと感じます。この広報活動

などあるのではないかと、若干の不安を抱えながらの

については今年度のみならず、今後も継続していきた

開催となりましたけれども、当日はお子さまと親御様

いと考えております。

のたくさんの笑顔が見ることができて、コロナ禍でイ

現在までの今年度の活動については以上になります。

ベントが自粛されるなか「親子共々、とても楽しみま

最後に今年度残り４カ月で予定しております例会につ

した」というお声も参加者の方からいただくことがで

いて、いくつか皆さまにご紹介させていただきます。

きました。「今後もイベントがあれば知らせてほしい」

まずは、4 月 25 日開催予定の「アクトキッズイベント」

というお声もあり、地域の子供たちへの経験の場に

です。前年度も同じ内容で開催しましたが、地域の子

なったことはもちろん、アクト自体の活動ＰＲもでき

供たちへ向けて職業体験の機会を作るイベントとなっ

た例会だったと感じております。

ております。前回の内容では、オリジナルタオル作り

最後に 2021 年１月 24 日開催の「ワカサギ釣り」例

や名刺作り、カフェ店員体験などを行い、たくさんの

会です。本来は、同日に一般市民の方を集めたスポー

お子様の笑顔を見ることができました。今年度は感染

ツ大会を予定しておりましたけれど、この状況下のた

症対策を行いながらの開催になるため、できること・

め、一般市民を集めることは断念し、クラブ会員のみ

できないことの制限が多くなるとは思いますが、地域

で屋外でできる活動として『ワカサギ釣り大会』を行

の子供たちへ向けて経験の機会を与えられるイベント

いました。今できる形を模索し、急遽内容を変更し開

にしたいと考えております。

催した例会でしたが、より会員同士の親睦を深めるこ

お時間がございましたら、ぜひ釧路ロータリークラブ

とができたと思います。

の皆さまにもお越しいただけますと幸いです。

これまで行った例会の報告は以上になりますが、今年

続いては、５月 30 日開催予定の「第 10 回施設訪問」

度は例会以外での釧路市内のイベントやボランティア

です。第 10 回目の活動となりますが、これまでは介

活動を多く行ってまいりました。

護施設の利用者さんと一緒に簡単なものを作成するレ

例えば、９月４日から５日開催の「末広歩行者天国」

クリエーションを

での飲食スペースのお手伝い、12 月 12 日開催の「釧

行っておりました

路希望フェス」でのお手伝い、今月の２月６日から

けれども、新型感

14 日に開催の「釧路ウィンターパーク」でのグッズ

染症の影響で利用

販売ブースのお手伝い、などクラブ外での活動をさせ

者さんと接するこ

ていただきました。こういった活動も多数行うことで

とが難しい状況と

アクトのＰＲの機会も多く作れているのではないかと

なってしまい、前

感じております。

年度からは利用者さんの部屋のバルコニーに飾れるよ

ＰＲでいうと今年度は新たに『広報』という役職を作

うに、お花の苗を植えたプランターを寄贈しておりま

り、クラブの広報活動を強化しております。かねてか

す。実際にお会いすることはできませんが、外出が難

ら行っていた Facebook（フェイスブック）や Twitter

しいこの状況で、利用者様に少しでも明るい気持ちを

（ツイッター）の更新に合わせ、新たに Instagram（イ

アクトの活動をとおして感じていただければと思いま

ンスタグラム）を開設し、より手軽に若い世代の方の

す。

目に触れやすい形で広報活動を強化させております。

最後です。６月 11 日金曜日開催予定の「最終例会『卒

また、YouTube（ユーチューブ）チャンネルを新たに

業式』」です。これは前年度の最終例会の様子の写真





になります。今年度の最終例会となりますが、1 年間

最後になりますが、次年度の目標として「周年事業や

の活動報告であったり、今年度は年齢退会を迎える会

地区大会を盛大に開催し成功させる」「市民を巻き込

員が 2 名おりますので、その２名の卒業者の卒業式

む例会をひとつでも多く開催し、アクトの認知度を上

を行う予定です。今年 1 年、幣クラブの活動を知っ

げる」、そういった活動をＳＮＳやメディアを使い発

ていただける内容となりますので、ぜひ多くのロータ

信することでローターアクトの魅力を知ってもらいた

リアンの皆さまにご参加いただければと思います。

い、会員５名増を達成したい、と考えております。

今年度については前年から続く新型感染症の影響はご

会員ひとりひとりが少しでも活動に加わり、社会人と

ざいますが、参加している会員にはみんな楽しんで活

して成長し、満足してもらう１年にしたいと考えてお

動を行ってくれているように思います。会員にとって

ります。

より実りの多い活動が残りの４カ月もできるように会

次年度も釧路ロータリークラブの皆さま、弊クラブを

長として努めてまいりたいと思います。

よろしくお願いします。最後に斉藤会員よりご紹介い

今年度の活動のご紹介については以上となります。続

ただきます。

いては、次年度会長予定者の松永会員より次年度の活
動についてお話をさせていただきます。

釧路北ローターアクトクラブ

松永会員、お願いいたします。

社会知識専門委員会

斎藤

慎也理事
皆さま、こんに

釧路北ローターアクト

松永

憲人副幹事

ちは。釧路北ロー

ただいまご紹介

ターアクトクラブ

いただきました今

斉藤慎也です。私

年度副幹事、次年

からアクトに入会

度会長の松永です。

して在籍８年にな

どうぞよろしくお

りましたので、ア

願いします。早速

クトに対しての得たことや感じたことをお話させてい

ではございますが、

ただければと思います。私が得たこと、端的に言うと

私から次年度の活動について少しお話させていただき

３つあります。ひとつが「学び」です。ふたつ目が「経

ます。

験」、三つ目が「人との出会い・交流」です。

次年度は例会の他にふたつの大きなイベントが開催さ

ひとつ目の「学び」から説明させていただきます。ア

れます。ひとつは「釧路北ローターアクトクラブ創立

クトは少人数であるため役職を任されることが多いで

50 周年記念式典と記念事業」の開催。そして、もう

す。そのため書類作成や企画立案・準備の段取り・組

ひとつは「国際ロータリー第 2500 地区ローターアク

み立てなど、会員たちと一緒に考え実行し、時には失

ト第 47 回地区大会」が釧路にて開催されることとなっ

敗することがあります。失敗は何かを成し遂げるため

ております。

の成功への一歩だと考えております。トライ＆エラー

1971 年 10 月 13 日に設立された弊クラブは創立 50

を繰り返して、それが学びそして知識になっていきま

周年を迎えることとなります。記念式典は 10 月に開

す。発案力・実行力が身に付いていくと思っています。

催予定です。ただ、新型コロナウイルスの感染状況の

ふたつ目は「経験」です。人前で挨拶することは緊張

こともあり、日時や会場などの詳細は決まっておりま

します。ただ緊張しながらも話し方や文章の組み立て

せん。決まり次第ご案内させていただきたいと思いま

方、立ち振る舞い、それぞれが身についていきます。

すので、ご参加のほどどうぞよろしくお願いいたしま

また、行事のホストをすることでおもてなし方や対応

す。

力を身に付けることができます。会社では多くの人た

また、弊クラブは 2022 年５月に開催される第 47 回

ちを出迎え、おもてなす経験はなかなかないかと思い

地区大会のホストクラブとなっております。2500 地

ますので、さまざまな経験ができると思っております。

区で卒業となるローターアクトの卒業式を開催した

最後に三つ目、「人との出会い」です。交流が広がる

り、スポーツ大会なども開催する予定です。こちらも

こと、私はこのように地域のロータリアンの方に顔と

詳細が決まり次第ご案内させていただきます。

名前を覚えてもらうだけでも財産だと思っておりま

通常の例会では、先ほど日野会長からも紹介ありまし

す。また、道内・道外そして海外の人たちと簡単に交

たハロウィン例会、ワカサギ釣り例会、今年は残念な

流が図れることが魅力的だと感じております。

がら中止となったスポーツタイプフェスティバルも引

また、アクトは年１回、日本全国からアクターが集う

き続き開催したいと思っております。また、新しく「霧

全国研修会という行事がございます。そこで知り合う

フェス」や「冬まつり」のお手伝いなど市民と関わる

機会がたくさん生まれ、人との出会いが生まれ、また

例会を多く取り入れようと考えております。

それが財産とつながると思っております。アクトで得





た経験・知識・人脈は会社ではなかなか経験できない
ことと思っております。人は素晴らしい出会いの数ほ
ど幸福度が変わると考えております。社会人として、
ひとりの人間として経験が成長へとつながっていきま
すので、ぜひ 18 歳以上のお知り合いの方や従業員の
方がいらっしゃれば、声をかけていただき、一度アク
トの例会に見学にお越しいただければ幸いです。
ご気軽に会長または幹事にご連絡いただければと思い
ますので、ぜひよろしくお願いいたします。
私からは簡単ではございますが講和とさせていただき
ます。ご清聴ありがとうございました。
釧路北ローターアクトクラブ

日野

聡子会長

それでは、本日の内容は以上になります。今後とも釧
路北ローターアクトクラブをどうぞよろしくお願いい
たします。ご清聴ありがとうございました。
謝辞

土橋

賢一副会長

本日は日野聡子会長はじめとします釧路北ローター
アクトクラブの皆さんありがとうございました。
アクトの皆さんのお話を聞かせていただきましたが、
若さにあふれ元気に活動していく思いが伝わってまい
りました。このコロナ禍の中、大変活動も難しいこと
と思いますが、どうか頑張ってやっていただきたいと
思います。本日は大変ありがとうございました。





本日のニコニコ献金
■舟木

博君

有り難うございます。

■青田

敏治君

ありがとうございます。

■浅川

正紳君

華蔵ごちそうさまです。

■浅野

清貴君

景品頂きました。ありがとうございます。

■伊貝

正志君

お米券ありがとうございます。

■五十嵐 正弘君

ありがとうございます。

■池田 いずみ君

おいしいもの、ありがとうございます。

■市橋 多佳丞君

夫婦ともども、ありがとうございます。

■岩田

信一君

一等ありがとうございます。

■及川

雅順君

クリスマス家族会で景品当たりました。

■尾越

弘典君

これですっきり、何でも見れる。

■小野寺 俊君

鱗

■木下

正明君

クリスマス家族会で瓢の商品券あたりました。ありがとうございます。

商品券

ありがとうございます。

■木村

豊年君

ありがとうございます。

■熊谷

任明君

今年も大変お世話になりました。

■黒田

恒史君

ありがとうございます。

■五明

正吉君

ありがとうございます。

■清水

輝彦君

ペア宿泊券、何時も頑張ってくれている妻とお手伝いしてくれている娘の二人で
のんびりかな？

■杉村

荘平君

ありがとうございます。

■関向

一君

ありがとうございます。

■邵

龍珍君

ありがとうございました。楽しいです。

■金

玉順様

ありがとうございます。

■田中

正己君

ありがとうございます。

■得地

哉君

■中島

徳政君

ありがとうございます。

■西村

智久君

ありがとうございます。

とても素晴らしいものをありがとうございました。

■羽田野貴志君

ありがとうございました。楽しいです。

■濱谷美津男君

ありがとうございます。

■樋口

貴広君

ありがとうございます。

■古谷

守生君

ハゲにドライヤーを頂きました。

■前田

秀幸君

ありがとうございます。

■横田

英喜君

空気清浄機

■吉田

英一君

ありがとうございます。

■吉田

潤司君

ありがとう。来年もよろしく。

■吉田

秀俊君

美味しい肉を沢山頂きます。

■脇

弘幸君

お米券と食事券が当たりました。ありがとうございます。

■土橋

賢一君

二か月ぶりの例会再開です。頑張りましょう。楽しみましょう。

■荒井

剛君

当たりました。大切に使わせていただきます。

ご無沙汰しております。皆様にお会い出来嬉しいです。また、宜しくお願いします。

■池田いずみ君

本年もよろしくお願いいたします。

■横田

英喜君

後半も改めてよろしくお願いいたします。

■滝越

康雄君

想定外のことばかり、舟木会長心配でしたが、私の見方、運気好転しました。

■髙橋

直人君

四季の味わい醍醐「おせち 2 段重」が当選しました。ありがとうございます。

■小野寺 俊君

先日 SL 切手シートに写真が使われました。その流れで道新全道版に記事が出ました。
今年度累計

394,000 円





Rotary International District 2500

2020-2021年度

2021.2.25（木)

釧路ロータリークラブ会報

第 23 回例会
（通算 3617 回）

第84代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

平和と紛争予防／紛争解決月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「税のよもやま話」（担当：プログラム委員会）

次週例会

会員卓話「三都物語 経済圏から見る釧路・帯広・函館」
（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：「奉仕の理想」
■会員数

■ソングリーダー：杉浦

裕之君

98 名

■ビジター

なし

■ゲスト

釧路税務署

会長の時間

署長

土橋

草地

裕志様、 同

賢一副会長
毎回お願いごとば

総務課

課長補佐

佐藤

嘉一様

す。もちろんいつもお世話になっているホテルの事情
も考慮いたしました。

かりで心苦しいので

しかしながら、皆さんからお預かりしている会費で食

すが、少々お時間を

事の提供をしているわけですから、事前に弁当が必要

いただきます。

かどうかと聞いた上で用意をすることもいささか失礼

「例会の運営につい
て」でございますが、

な話なのかもしれません。
前回例会が終了してからこの会場で 10 人ほどのメ

昨年の 12 月から約

ンバーが食事をしてくださいました。「黙食で」とお

２カ月間例会を開け

願いをしておいて言うのもなんなのですが、あんなに

ていない状態から、先週より例会を再開した件につき

静かな食事というものもなんだか凄く味気なく、喉の

まして、もう少し丁寧に皆さんにご説明させていただ

通りは決して良いものではありませんでした。しかし

きたいと思います。

ながらしつこいですが、まだいまの段階では例会中の

少しずつではありますが、コロナの感染者の数が下

食事は避けなければいけない時期と思っております。

がってきている中で、どうすれば例会を再開できるか

なんとか例会を続けたい一心でやっていることでは

と理事会で話し合いました。まずは、円卓から学校方

ございますが、いろいろ皆さんに失礼とご不快な思い

式に変え、本当は一人一卓のスペースが良いのでしょ

をおかけしていることも事実だろうと思います。いま

うが、面積の都合もありますので真ん中をパーティ

はまだ先がはっきりとは見えておりませんが、今後コ

ションで区切って席を確保しております。またマスク

ロナも少しずつ今よりは減っていくでしょうから、タ

は必着。消毒も徹底していただくというお願いをして

イムリーにとは行きませんが、順次例会のやり方につ

いるところです。

いても変化させていくつもりでありますので、皆さん

ただ食事については「できるだけ会食を避けなければ

のご理解ご協力を重ねてお願いいたしたいと思いま

いけない」という現状の中、12 時 30 分からの例会

す。

ですので、できるだけ短時間で例会を行う中、せめて

以上です。

例会後にお弁当を提供するという決定をしたわけで





幹事報告

荒井

剛幹事

釧路税務署

２点ございます。先週もご紹介をさせていただきま

署長

草地

裕志

様

ご講演（掲載割愛）

した。泉先生から寄贈をしていただきましたキャビ
ネットの件です。キャビネットは入口後方にございま
すが、ネームプレートを貼らせていただきましたので
ご確認いただければと思います。
もう１点、２月４日に理事会を開きましたが、その
議事録が右手のホワイトボードに掲載されております
のでご確認いただければと思います。以上です。

■

本日のプログラム ■

謝辞

『税のよもやま話』

土橋

賢一副会長

一言お礼の言葉を申し上げます。本日はご多用の中、
プログラム委員会

中島

徳政委員長

草地署長様には『税のよもやま話』ということで大変

本日、司会の横田さんが緊張をなさっているのは、

興味深い内容のお話を聞かせていただきましたことを

税務署の署長の講演ということでご緊張なさっている

感謝申し上げます。

のだとおもいますが、この後、税務署長様のご講話を

私は人一倍『酒税』だけはたくさん納めておる自負を

いただきます。

持っております。冗談はさておきまして、草地署長様

簡単ではございますが略歴をご紹介させていただきま

におかれましては、今後の益々のご活躍をメンバー一

す。本日の講師は、釧路税務署長草地裕志様でござい

同、心よりご祈念いたしております。

ます。草地署長におかれましては平成 25 年 7 月、札
幌国税局徴収部国税訟務官、裁判に関わるようなお仕

本日は、大変ありがとうございました。皆さん、い
ま一度感謝の拍手をお願いいたします。

事だとお伺いしております。その後、平成 27 年 7 月、
札幌北税務署副署長、平成 29 年７月、札幌国税局徴
収部主任国税訟務官、令和元年７月、根室税務署署長、
など数々の要職をされまして現在釧路税務署の署長に
就任なさっていただいております。
本日は、『税のよもやま話』と題しまして署長より
ご講話をいただきたいと思います。皆さんよろしくお
願いします。
署長よろしくお願いいたします。

本日のニコニコ献金
■須藤

隆昭君 「旅する鍼灸院」の本の寄付が北海道新聞に載せて頂きました。
今年度累計

395,000 円





Rotary International District 2500

2020-2021年度

2021.3.4（木)

第 24 回例会
（通算 3618 回）

第84代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

釧路ロータリークラブ会報

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

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

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

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

会員卓話「三都物語 経済圏から見る釧路・帯広・函館」
（担当：プログラム委員会）
「国際ロータリーの現状について」〜キーワードは DEI と SRF 〜（担当：国際奉仕委員会）

次週例会

■ロータリーソング：国歌、「奉仕の理想」
■会員数

■ソングリーダー：菅原

顯史君

97 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

土橋

賢一副会長

宅療養中でございます。昨日、お会いして来ましたが、

皆さん、こんにち

検査の結果は「ステージ２Ｂ」ということで抗がん剤

は。まさか、こんな

治療を１年ほど続けなければいけないということでし

日が来て、ここの場

た。ちょうど食事中だったようで、なかなか食べ物を

でこんな話をしなけ

受け付けられないようで苦しそうな様子でした。本人

ればならないとは

は「すぐにでも復帰したい」とは言っておりますが、

思ってもいませんで

その様子から察するに、今すぐにとはいかないように

した。

見えましたし、少しゆっくり構えて無理をさせられな

私、入会して 10 年が過ぎたのですが、その間に五明

いと思っております。皆さんにもご理解・ご協力をい

さんは毎年、何かしら役を受けられ、常にロータリー

ただきたいと存じます。

の中枢にいた方でした。昨年の 12 月のクリスマス家

本日、久しぶりに身内だけの例会です。五明さんとの

族会では親睦の副委員長としてオークションの司会を

思い出を思い浮かべながら、日銀の熊谷支店長のお話

面白おかしくやっておられた姿が、私が見た五明さん

を聞かせていただきましょう。

の最後の姿だったと思います。今思えば、その時すで

熊谷君、本日、よろしくお願いいたします。以上です。

に余命３カ月を切っていたのだと思うと、驚きを禁じ
えません。もし、この病気がなければ、まだまだ 10
年 20 年とお付き合いができていたかもしれないと思

幹事報告

荒井

剛幹事

幹事報告は３点ほどございます。１点目は３月の

うと悲しくも残念でなりません。人生、一期一会、そ

ロータリーレートで、１ドル 106 円となっておりま

の時々を大事にしなくてはいけないと改めて思わされ

す。

ました。

２点目です。先日、２月にＰＥＴＳが Zoom で開催さ

五明さんのこれまでの 30 年以上の長きにわたるロー

れました。次年度からの杉村会長エレクト、市村幹事

タリーでのご活躍に感謝申し上げ、ご冥福をお祈りい

予定者に参加していただきました。

たします。

３点目です。この後、例会終了後に第８回の理事会が

また、舟木会長の近況なのですが、退院されまして自

予定されておりますので対象者の方は２階ローズホー





ルにお越しいただければと思います。以上です。

つである観光業に焦点を当ててご説明いたします。そ

、順次例会のやり方についても変化させていくつもり

して３．で、経済状態の結果ともいえる釧路・帯広・

でありますので、皆さんのご理解ご協力を重ねてお願

函館の三都の人口面の動きについて少し詳しく分析し

いいたしたいと思います。

ます。先ほど人口の社会動態を左右するひとつの要因

以上です。

として生活環境をあげましたが、その大きな構成要素
である子育て環境に焦点を当てて、いくつかの指標を

黙 祷

三都で比較したいと思います。以下、指標は主に釧路

司会

例会に先立ちまして、２月 27 日にご逝去され

市・帯広市・函館市のデータを参照しますが、それぞ

ました五明正吉君に黙祷をささげた

れの市が属している総合振興局のデータを用いること

いと思います。皆さまご起立ください。

もありますのでご留意ください。

（黙祷）

それでは、各論に入る前に釧路・帯広・函館の３市の

お直りください。ご着席ください。

全体観をご説明いたします。
３ページをご覧ください。３市の所在地、人口と該当

■

本日のプログラム ■

『三都物語 経済圏から見る釧路・帯広・函館』
日本銀行釧路支店

熊谷

任明支店長
皆さん、こんにち

する道の総合振興局はこの地図のとおりです。函館市
の人口は 25 万人です。昨年 12 月に帯広市の人口が
釧路を抜き、１月に釧路市が追いついたのはご案内の
とおりです。
次のページをご覧ください。北海道の域内総生産は全

は。どうぞよろしく

国のＧＤＰの 3.5％ですけれども、振興局別の域内総

お願いいたします。

生産を見ますと、石狩のシェアが圧倒的に高く、今日、

昨年、４月に続きま

関係する総合振興局別に見ますと、十勝、渡島、多少

して皆さまの前でお

差がついて釧路の順番となっております。若年女性人

話をする機会を頂戴

口の減少率が５割を超える自治体が『消滅可能性都市』

し、誠にありがとう

と言われておりますけども、３市の中では釧路と函館

ございます。滝越さんから「釧路・帯広・函館の３市

が該当し、人口の減少のスピードも非常に早くなって

の比較分析をしてほしい」とご依頼を頂戴したのは昨

います。一方、帯広市は 1989 年の人口を 100 とす

年のかなり早い時期でありました。私自身も日本銀行

ると 2020 年は 99.9 と微減で、人口減少のスピード

釧路支店管内の主要都市である釧路市と帯広市を掘り

が非常に緩やかなっております。

下げて分析したいという気持ちは前々から持っており

このスライドは日銀釧路支店がカバーしている根室・

ましたので、大変ありがたい機会を頂戴したと思って

釧路・十勝の３振興局内のすべての市町村の一人当た

います。支店の若手職員も意気に感じて分析を掘り下

りの所得水準を調べるために当店が作成した資料を

げ、このスライドを作成してくれました。昨年後半に

ベースに、今回の函館市を加えて比較しました。所得

日本製紙釧路工場の撤退表明や釧路市と帯広市の人口

としては捕捉しやすい課税対象所得を用いておりま

逆転が報じられたことも、この分析に熱が入った理由

す。

です。

最初にこのスライドを部下から見せられた時は、私自

それでは、１ページの目次をご覧ください。本日の大

身ショックを受けました。ご覧のように釧路市周辺の

まかな流れをお話します。釧路に限らず、地方のほと

自治体が下位を占めております。特徴としては士幌・

んどにとっては人口減少問題が大きな課題となってい

更別・別海の酪農が盛んな町村が上位を占め、都市部

ます。後ほど、ご説明しますが『人口動態』は『自然

の市町村が下位を占めております。留意点としては、

動態』と『社会動態』に分解できます。

第一産業は家族従業者が納税義務者にカウントされな

自然動態は出生率の引き上げで徐々に引き上げること

い家族経営が多いものですから農村部の町村所得が過

はできますが、30 年程度の時間軸で見れば動かしが

大に計上される、というクセがあるところはご留意く

たい要因と言えます。しかし、社会動態は人の意思を

ださい。

伴う動きですのでがんばり次第で結果を変えることが

とは言え、今回の帯広・函館・釧路の３市はいずれも

できるとも言えます。人はより良い職場や生活環境を

都市ですので、この中の順位はおおむね所得実績を反

求めて移動することがありますので、質の良い雇用の

映していると考えられます。３市で比較すると帯広、

創出と生活環境改善が人口の社会減の対策になりま

それから少し下がって函館、釧路、という順番です。

す。質の良い雇用はその地域の産業構造に大きく依存

帯広が 20 万円ほどの差をこの二つの市との間でつけ

します。本日はまず２．で、三都の産業構造を第一次

ています。道東では根室もありますが、根室は帯広と

産業、第二次産業の製造業、そして第三次産業のひと

函館の間にありますが、帯広市との差は７万円ほどし





かありません。

作が少なく、酪農・肉牛のウエイトが圧倒的に高いで

こちらは道内の生活保護率の状況です。ご存じかもし

す。ただ、こちらの規模は順調に拡大しています。畜

れませんが、釧路市は道内でもっとも生活保護率が高

産だけを見ますと、十勝と釧根の地域差はさほど無く

く、函館市が２位となっています。帯広市の生活保護

なってきております。

率は 3.02％ということで釧路とは２％弱の差があり

続きまして、農家の所得環境ですが、酪農は生乳の量

ます。道内分布を見ますと保護率が高い地域は赤・そ

が順調に増加する中、生乳価格が高水準で安定してい

れから赤斜線で、ここは旧産炭地域のほか、水産業の

ますので、その掛け算である酪農家の売り上げが増加

不振が続く日本海と太平洋沿岸地域です。根室市はも

傾向にあります。このため、道東の農家の農作物販売

ちろん水産業が不振ですが、生活保護率はさほど高く

金額の規模は全国・全道を圧倒しています。なんと、

ありません。一般に高齢者・傷病者の生活保護率は高

農作物販売金額が 3,000 万円以上、この赤で囲った

くなりますが、そういった方々が基幹病院や介護施設

箇所が全体の半分以上を占めております。全国や全道

が多い釧路市に集中するとすれば、それが釧路市の生

の数字と比較していただくと、その大きさがわかるか

活保護率を高めることにつながっている可能性がある

と思います。私自身もこの統計を見た時には驚いた次

かもしれません。

第です。

この 10 年ほどの推移を見ますと、このグラフの上が

続きまして、不漁で厳しい水産業の動向です。道東と

釧路ですが緩やかな低下傾向にあると思います。この

渡島総合振興局の状況を比較します。ご覧のように道

緑が二番目の函館ですが、おおむね横ばいのように見

東の漁獲量と漁獲高は減少傾向にあります。主力のサ

受けられます。

ンマ、サケの不漁が影を落としています。一方でイワ

なお、釧路市の生活保護の自立支援の取り組みについ

シは増加していますけども主に飼料向けで単価が安い

ては、過去に釧路公立大学の学長を務められ、現在、

ため、 金額ベースの漁獲高では特に低調となってお

北海道大学公共政策大学院客員教授や北海道観光振興

ります。続きまして渡島・道南は、さらに厳しいと見

機構会長を務めていらっしゃる小磯修二氏の著書、
『地

受けられます。長期的なスルメイカの落ち込みに加え

方の論理』に詳しく書かれていますのでご紹介します。

て、近年、噴火湾の

この本です。

ホタテの大量へい死

続きまして、３市の財政状況を比較しました。予算規

により、漁獲量・漁

模はおおむね人口規模に沿ったものと言えます。この

獲高ともに大きく落

二つは財政健全化指標です。見ますと函館市の健全度

ち込んでおります。

合いが他の二つを引き離していることが分かります。

続きまして、３市の

続きまして、３市ないし３総合振興局の域内総生産、

製造業の特徴的な動

それから事業者数など産業別に概観いたします。３市、

きを見ます。地域の製造業の勢いは数が少なくても大

総合振興局の産業構成比であります。十勝では一次産

企業の動向に左右されることが多いのが一般的な特徴

業、渡島では三次産業のウエイトが高いのが特徴です。

です。こちらは製造品出荷額の構成比を３市で見てお

他と比較しますと釧路はいずれの産業も突出しており

ります。「北海道の強みは食と観光」とよく言われま

ません。釧路は漁業のイメージが強いですが、ご覧い

すけれども、３市ともに食料品等製造業の存在感が高

ただくと農業の方が大きいことが分かります。

いです。吹き出しの企業名をご覧いただくと実感でき

続きまして、事業所数・就業人口数を見てみました。

るかと思います。釧路市では紙パの割合も三分の一と

函館市がいずれも最大です。もちろん、３市で人口が

高いです。もちろん、大手の日本製紙と王子マテリア

最も多いことが一因ですけども、一般に事業所数が多

の工場があるからですけども、ご案内のとおり日本製

い第三次産業のウエイトが高いことも影響しておりま

紙釧路工場は「本年８月に生産を停止する」と公表し

す。帯広市の人口は釧路市とほぼ同じですが、就業人

ております。この工場が 1920 年、101 年前に創業し

口を見ますと帯広の方が釧路より 12％多くなってい

たのは原料となる木材チップ、石炭、水資源、硫黄が

ます。

こちらで豊富に確保できたからです。ただ、近年は主

続きまして、全国対比でウエイトが高い第一次産業の

に関東から調達する古紙・古新聞のウエイトが高まり、

動向をみます。農業と漁業、対照的な動きであります。

本州の工場と比べて不利な状況が続いておりました。

農業につきましては函館経済に占めるウエイトはそこ

このように「立地条件の強み」は、時代の変遷に連れ

まで高くありませんので道東の状況のみご説明しま

て変わりうるということが分かります。

す。

帯広市のウエイトが最も高いのは一般機械、電気機械

まず、好調な農業です。畑作が相応の規模を占める十

なのですが、自動車に搭載するリレーという部品を生

勝 24 農協の取扱高を見ますと、2020 年は前年に次

産しているパナソニックスイッチングテクノロジーの

ぐ史上２位の規模でした。釧根は主に気候の関係で畑

工場があるためです。リレーは加速する脱炭素化で成





長が期待できるＥＶ車にも搭載されますので、今後の

すと、函館とほぼ一緒です。函館は五稜郭とか夜景と

成長が期待されます。

いった有数の観光都市ですが、こちらと拮抗していま

次のページは、事業所数・従業者数で見ますと、食料

す。ただ、宿泊では、かなり水はあけられております。

品等製造業のウエイトが３市とも高くなっています。

その理由としては、釧路市のデータを見ますと「弟子

特に函館の従業員数は６割が食料品等製造業になって

屈などに分散する」と書かれております。そうはいっ

おります。

ても、市内中心部の観光スポットが函館よりも少なく、

続きまして、産業別・従業者の一人当たりの現金給付

泊りのインセンティブが少なくなってしまうことも影

を見ますと釧路がトップです。業種別に見ますと釧路

響しているのかなと思います。

は大手企業の紙パ、石油・化学、大塚製薬工場ですが

続きまして、港湾の比較です。釧路港、函館港、十勝

全体をけん引している構図になっておりまして、こう

港を比較しています。帯広は港がありませんので十勝

いった従業者の購買力が地域のサービス・消費を支え

港で代替しました。それから参考までに道内で圧倒的

ていることが見てとれます。

なキャパシティを誇る港の苫小牧のデータも載せてい

こちらは釧路、帯広、函館の３市の食料品製造業・付

ます。

加価値率の観点から分析します。付加価値率というの

観光の観点からクルーズ船の寄港実績の推移をご覧い

は、この付加価値額を製造品出荷額で割ったものです。

ただければと思います。函館が 18 年の 27 隻から 19

上から帯広、函館、釧路と 10％ずつ差がついています。

年に 47 隻と劇的に伸びています。この要因はＪＲ函

この棒は 27％、これは道平均であります。釧路の食

館駅付近にクルーズ船専用の新岸壁が整備されたこと

料品等製造業は大量の海産物を中間原料に加工し、そ

がその理由です。こちらはその絵です。この写真をご

れを大手企業に販売するスタイルが主流でしたので、

覧いただきますと、クルーズ船のアクセスが劇的に改

どうしても付加価値率が低くなる傾向があるように思

善して地元飲食店、小売店に相当な需要が創出された

います。先ほどお話したように、漁獲量は趨勢的に低

であろうことが想像されます。前のページのデータを

下傾向にありますので、付加価値率を高める取り組み

見ますと外国航路の乗降人員数ですが、函館の 18 年

が一層求められると思います。

は 11 万人です。

函館も中間加工を行っていますけれども、より付加価

こちらは釧路のクルーズ船岸壁の写真です。残念なが

値率が高い珍味、塩辛など高次加工品も製造しており

ら市内中心部からかなり距離があるのが難点でありま

ますので、道平均を若干ですが上回っております。

す。釧路港の 19 年の外国航路の乗降人員数は

帯広はこの中で圧倒的に高いですけれども、先ほど代

25,000 人ほどです。

表的企業を上げましたカルビーポテト、六花亭、こう

釧路公立大学が 2019 年３月にクルーズ船についての

いった企業名をご覧いただくとイメージできるのかな

研究報告書を出しております。18 年には釧路港に 18

と思います。

隻のクルーズ船が来ましたけども、この「経済効果が

こちらは従業者一人当たりの付加価値額を比較してい

3.2 億円」と報道されたのをご記憶の方もいらっしゃ

ます。見ますと、現金給与と同様に大手の紙パ施設や
石油化学の貢献が大きいことで釧路市がトップです。

ると思います。私はそれ以上に興味深いと思った点は、
「外国人は自然観光よりも、買い物や市街観光に興味

ただ、食料品製造業だけを繰り出しますと３位となっ

を持っている」というアンケート結果でありました。

てしまいます。このことからも最もウエイトの高い、

この報告書には、クルーズ船来航が多い九州・四国で

食料品等製造業の付加価値率の引き上げが釧路の課題

は「クルーズ船の来航時に合わせて臨時に大型ドラッ

ということが見てとれます。

クストアを開設し、地元商店街でマルシェの開設やイ

続きまして、第三次産業の中で観光関連にスポットを

ベントを実施し、市街地の観光名所を回遊させる取り

当てたいと思います。足許、新型コロナウイルス感染

組みが行われている」という記述がありました。クルー

症の影響で観光は最も厳しい状況ですけれども、ワク

ズ船が復活した時は、こういった先進地域の好事例も

チン接種が拡大して集団免疫が獲得されれば、地域全

参考になるのではないかと報告書を読んで感じた次第

体が歓迎すればですが旅行ができなくてうずうずして

です。

いる観光客は押し寄せてくると思います。

こちらは、釧路観光にサポーティブなスライドです。

人口の自然減で地域住民の需要が趨勢的に減少するこ

観光の観点から、釧路の強みは釧路湿原、阿寒・摩周

とも確実ですので、人の頭数に左右される地域のサー

国立公園を有する日本でも有数の大自然です。アドベ

ビス業にとりましては、この観光振興が重要な対策に

ンチャーツーリズムの経済効果をここで見ています

なります。これはアフター・コロナでも変わりないと

が、こちらはクルーズ船旅行客の 25 倍です。釧路市

思います。

が『国立公園満喫プロジェクト』に注力しているのも

こちらは釧路・帯広・函館、３市の観光客のデータで

頷けるところです。

す。意外かもしれませんが釧路の観光入込客数を見ま

ただ、本日ここにいらっしゃる方々の多くは、市内中





心部で営業されておりますので市内観光スポットを充

加速したという構図が一目瞭然です。

実させ、ナイトイベントを充実させることによって、

長年住み慣れた生活拠点を変えることは転勤などがな

いずれ復活するだろうクルーズ船乗降客を含めたイン

い限り難しいものだと思いますが、より条件の良い職

バウンド客の取り組みに注力することも必要になって

場とか生活環境を求めて移動することは考えられま

くるかなと思います。

す。このため、人口減少対策としては、質が高い雇用

続きまして、人口面の動きをご覧ください。釧路・函

の創出と生活環境の改善が大きな柱になります。

館・帯広、それから参考までに札幌市の人口増減を自

こちらは各市の人口減少対策をホームページから転記

然動態と社会動態で分けてみたものです。上半分は社

したものです。市の記載順どおりに並べているだけで

会動態が大きなマイナスの釧路と函館のグラフで、下

すので、必ずしも政策の優先順位に沿ったものではな

半部がこの社会動態がゼロ近傍ないし正の数の帯広・

いかもしれませんが、市の意図がある程度透けて見え

札幌のグラフです。グラフのスケールが違っているこ

るかもしれません。その観点から眺めますと、３市と

とはご留意ください。上の釧路・函館ですが、ともに

も産業育成とか雇用創出が目立ちますが、釧路、函館

社会減が相応の規模ですが、全体の占める割合からい

は『関係人口』『交流人口』に力を入れている印象が

きますと釧路市の社会減のウエイトが高くなっていま

あります。どこも、子育て環境の充実を挙げています

す。帯広については社会減が極めて少ない状態であり

が、釧路はやや下の方にあるのが特徴かなと思います。

まして、人口減はもっぱら自然減で説明できます。

次のページをご覧ください。子育てという環境から子

自然動態は短期的には変化しませんが、社会動態は各

供の医療費補助、保育施設の整備状況、教育関係に着

種政策で変えうる要素だと思います。

目してみました。まず医療費補助のデータです。３市

続きまして、合計特殊出生率の比較ですが、函館と帯

で比較しますと、子育てに一番優しいのは函館です。

広は 2000 年ぐらいをボトムに上昇傾向にあると思い

釧路と帯広はほぼ同じです。函館の一番高い理由はよ

ます。釧路市はちょっと上がりましたがまた下がって

く分かりませんけれども、先ほど人口減少のスピード

いるということで、伸び悩んでいるように見受けられ

が早い、それから合計特殊出生率が絶対水準で一番低

ます。

かったのは函館ですが、そういうことが理由なのかも

こちらが人口流出入経路をチャート化したスライド

しれません。

で、私の部下が工夫して作ってくれたものです。この

こちら参考までに釧路市の近隣の白糠・鶴居の町村を

スライドの赤や青の実数は 2020 年の都市間の人口流

見てみました。ご覧いただきますように 18 歳まで所

出入の人数です。その下のカッコは５年前、2015 年

得制限なしで、自己負担一切免除と極めて手厚い支援

の時の人口流出入の数値の差です。赤は流出が増えて

を行っております。その効果かどうか分かりませんけ

いており、逆に青は５年前より減っているという意味

ども、鶴居村の人口はほぼ横ばいで推移しています。

であります。こちらは道内の全体像を把握するために

次のページは保育所の整備状況です。上の方は人口当

今回分析対象外の苫小牧と室蘭も加えております。大

たりの保育園・幼稚園の数で、数が多いのはどちらも

きな構図としてはご想像のとおりかと思いますけど

釧路となっています。人口対比の定員で見ますと、釧

も、道内各地から札幌に人が集まって、札幌と他の所

路は３つの中では一番下となっています。あと、事業

も含めて道外に流出するという構図です。ただ、道外

所内保育所が統計上あるのは帯広市のみとなっていま

への人口流出状況をご覧いただきますと、全部青で

す。ちなみに待機児童問題が深刻な首都圏では事業所

2015 年の時よりも減っているわけです。これはおそ

内保育所は増えています。保育園に中々入れないので、

らく新型コロナの影響で首都圏が嫌気されていること

会社が人材の流出を防ぐために保育所を作っていると

なのかもしれません。もう少し細かく見ますと、札幌

いうことです。もちろん、一企業単独では運営コスト

以外の都市、帯広・函館・苫小牧のグループと釧路・

をなかなか賄えませんので、複数の企業が共同運営す

室蘭のグループの２層構造になっていることがうかが

る事例も見られます。母親また父親が専業主婦 ( 専業

えます。それから函館・苫小牧も含めて札幌への人口

主夫 ) であったり、あるいは祖父母が近くであれば、

流出が５年前と比べて増えていますが、帯広だけが青

子供の面倒を見てもらえるかもしれませんけど、身寄

になっている、すなわち札幌への人口流出も減ってい

りのない共働き夫婦にとっては、保育所の充足度合い

るのが帯広の大きな特徴です。

が重要な要素になってくると思います。それから、移

もうひとつ、釧路市からの人数流出先が一番多いのは

住を考えるような夫婦には、移住候補先の保育所の充

もちろん札幌で、その次が道外なのですが、帯広にも

実は決定的に重要な考慮事項だと思われます。

ネットで 127 人の流出となっています。出る人もい

続きまして、子育て環境を図るうえでは教育環境も重

れば入ってくる人もいて、その差し引きがネットなの

要だと思います。教育環境を測るのは難しいですが、

ですが、かなりの人数が流出していて、これは両者の

数字をとれるもので見つかったのはこれだけなのです

間で人口が移動しますので、これが両市の人口逆転を

が、一つの指標ということでご覧いただければと思い





ます。

ろかもしれませんが、ここから先は行政・政治マター

これは市立の小中学校の学力調査の指標です。小学校

だと思います。財政にも当然限りがありますのでどの

の成績は釧路が３市の中では国語も算数もトップで

ような人口減少対策が効果的なのかを考え、どれを採

す。ただ、中学では最下位になってしまうのです。あ

用するかは市民の選択の問題だと思います。

とは参考までに市立以外の小中学校、国立・私立の学

私にできることは、あくまで各種統計を皆さまに分か

校も並べてみました。ご覧いただくと函館にかなり選

りやすくご説明し、一定の分析をご披露するところま

択肢があるということが分かるかと思います。

でです。さらに分析自体も甘いところが多々残ってい

私がご用意したスライド以上であります。３市の産業

ると思いますので、これをきっかけに皆さま一人ひと

構造、人口面の動きについて分析しましたけれども、

り、あるいはロータリー全体として議論を深めて現状

少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

分析し、将来へ向かって何ができるかを考えるきっか

最後に要約的なお話をさせていただきますと、最後に

けとしていただければ幸いでございます。

人口面の話をしましたが、今日は人の流れを見える化

本日はご清聴、どうもありがとうございました

し、何が起きているのかなるべく直感的にご理解でき
るように努めた次第です。人口減少全体、所与のもの
と考える方が多いかもしれません。社会動態につきま
しては人々の行動で変えうる部分もあります。ここで
コンサル会社であればソリューションを提示するとこ

本日のニコニコ献金
■得地

哉君

先週ですが道新釧路版で取り上げて頂きました。ありがとうございます。
今年度累計

397,000 円
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松田 英郎（富良野 RC）

平和と紛争予防／紛争解決月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム 「国際ロータリーの現状について」〜キーワードは DEI と SRF 〜（担当：国際奉仕委員会）

会員卓話「今年の展望と輝ける釧路きっかけ作り」
（担当：プログラム委員会）

次週例会

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数

龍珍君

97 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

■ソングリーダー：邵

土橋

賢一副会長
皆さん、こんにち

会長メッセージ

代読

は。先週の例会終了

皆さん、ご無沙汰しております。現在、普通に生活が

後、今月の理事会が

できることのありがたさをしみじみと実感している今

あり、今後の例会の

日この頃です。

あり方について話し

この度は、私の健康上の理由で一定期間、会長の職務

合いました。内容に

に支障をきたしたことを皆さまにお詫び申し上げま

ついては皆さんに

す。おかげさまで現在、手術後順調に回復しておりま

メールでもお知らせ

すのでご報告いたします。

いたしておるところですが、いま一度、皆さんにご説

なおしばらくの間は抗がん剤治療もあり、ロータリー

明をさせていただきたいと思います。

活動に直接的に参加できず誠に残念でございますが、

先週の木曜日の段階では、北海道の自粛期間が多分

何卒よろしくお願い申し上げます。

解除されるだろうと予測されましたので、正直どうし

以後１日も早く元気な姿を皆さまの前に現せることを

たものかと気持ち的に焦りもありました。しかし、お

楽しみにしております。

りしも釧路では、白樺台病院でクラスターが発生して

最後になりましたが、皆さまのご健勝を心からお祈り

おりましたので、気を緩めるのは時期尚早ではないか

いたします。

という結論に至りました。また、その後も別の病院で

釧路ロータリークラブ会長

舟木

博

もクラスターが発生しておりますので、いよいよ本当
に身近に感染があるのだろうと思います。

幹事報告

荒井

剛幹事

このようなことから、まずは４月の第一例会、この日

２点ございます。先週の理事会でもご意見をいただ

は理事会がありますけれども、とりあえずはそれまで

きましたが、舟木会長が空席なところが少し寂しいと

皆さんにご不便ご迷惑をおかけしておりますが、いま

いうことでパネルを準備させていただきました。後ほ

現在やっている形での例会をやらせていただきたいと

ど前に来てご確認いただければと思います。

存じます。

２点目です。先週ガバナー事務所から「コロナ対策」

また、本日、舟木会長よりメッセージをお預かりして

ということでクラブの人数分、私が手にしている物で

おりますので代読させていただきます。

すが、手と指に付ける消毒液を送っていただきました。





後ほど、会場を出た所、お弁当置き場の所に並べてあ
りますので１個ずつお持ち帰りいただければと思いま
す。

■

国際奉仕委員会
五明

正吉会員について

白幡

博君

本日のプログラム ■

「国際ロータリーの現状について」〜キーワードは DEI と SRF 〜

小船井修一委員長

ただいまご紹介を

例会前でございますが、貴重なお時間をいただき五

いただきました小船

明正吉君の件につきまして少々お話をさせていただき

井です。国際奉仕委

たいと思います。

員会として今日は報

皆さん、ご存じのように２月 27 日夕方５時１分に

告をさせていただき

息を引き取りました。本当に急な、私にとっても残念

ますが、「奉仕」に

な結果となりました。本人は、本当に頑張っていまし

関わる部分のお話は

たけれども、帰ることができませんでした。先週、土

しないで、先日２月

橋副会長さんからも皆さんにお話があったと聞いてお

27 日に『地区チーム研修』と、28 日が次年度の会長

ります。

と幹事を対象とした『ＰＥＴＳ』を開催させていただ

葬儀につきましては、家族葬をもって済ませたところ

いた中で、私から国際ロータリーがどのような考え方

でございます。その際に、釧路ロータリークラブの皆

をしているかについて、チーム研修では 20 分ほど、

さんからもお気遣いをいただきましたこと、この場を

ＰＥＴＳでは 10 分ほどお話をさせていただきました。

お借りして厚く御礼を申し上げます。本当にありがと

今日は 30 分ぐらい時間をいただければと思っていた

うございました。

のですが、私も早く帰りたいので短くお話をさせてい

なお、皆さんからもいろいろお話をいただいておりま

ただきたいと思います。また、私も 70 歳を超えて立っ

したので、いま釧路商工会議所さんにご相談をし、五

ていると、立ちくらみをしそうな雰囲気になっていま

明正吉君のお別れ会開催の準備をしているところでご

すので、座らせていただきます。申し訳ございません。

ざいます。

キーワードはＤＥＩとＳＲＦ。皆さんご存じだと思

本日確認をしました。３月 26 日午前 11 時より、プ

いますが、森元首相が今回パージ、変な言い方ですけ

リンスホテルさんをお借りして正吉君のお別れの会の

れど辞めました。原因は女性を蔑視したと。そのよう

準備をしているところでございます。またご家族から

なことで橋本さんが組織委員長になりましたが、彼女

は、「できれば、ロータリークラブのメンバーの方に

は最初になにをやったのかというと、女性の理事を

もお手伝いをいただければ」と、お申し出もございま

40％にしました。そのようなことを含めて、いま世

したので、先ほど土橋副会長にお願いをしたところで

の中がどのように動いているのか。ある意味では、男

もございます。

社会から男女平等社会にすることが当然の正義だとい

本当に残念な結果になりましたけれども、もうひとつ

う状況になっていること。それを前提にお話をさせて

だけお話をさせていただければ。

いただきます。国際ロータリーも同じという意味です。

私は、メールで正ちゃんに「ようやっと釧路ロータリー
クラブの例会も再開するよ。行こうぜ」というメール

目次『ＤＥＩ』、これは現況を知る・理解をするた
めのキーワードとして「多様性・ダイバーシティ

を打ちました。その時、彼は「みんなに会いたい。例

（diversity）」、それから「公平さ・エクイティ（equity）」、

会に出たい」そのようなメールが帰ってきました。本

それから「開放性・インクルーシブ（inclusive）」、英

当に頑張っていたと思います。皆さんに会いたかった

語です。大変申し訳ありませんが後ほど詳しくお話を

という思いがあると思います。どうぞ 26 日、お時間

させていただきます。

のある方はぜひともお別れの会にご出席をお願いでき

このＤＥＩを前提として、国際ロータリーはこれから

ればと思います。

９年後『ＳＲＦ

貴重なお時間をありがとうございました。

いままでは「2500 地区」という名称がありましたが

試験プロジェクト』ということで、

この地区を消滅させて、セクションに細分化すること
を計画し、ガバナーという基本的な制度はやめる。そ
してピラミッド組織からフラットな組織に変える計画
をしていることを話します。
最初に『ＤＥＩ』とは、ダイバーシティ（diversity）
・
エクイティ（equity）
・インクルージョン（inclusion）。
ダイバーシティ。『ＳＤＧｓ（エスディジーズ・
Sustainable Development Goals）』などでいま「多様
性を容認しましょう。多様性を尊重していきましょう」





という言葉、このダイバーシティは一般的な話になっ

かして働き、意思決定に関わることで組織に新たな価

てきています。

値をもたらすこと。それぞれの持ち味、要は簡単に言っ

それから公平さ・エクイティ。これはイクオリティ

たらイクスクルージョン、これをイクスクルーシブと

（equality）・平等ということではなく、公平という意

いう言い方をしましたが、この灰色の集まり釧路ロー

味で平等とは違うということ、後ほどご説明をさせて

タリークラブと思ってください。今日の会合でも男ば

いただきます。

かり、女性は１人しかいません。そのような意味では

それからインクルージョン、これをＲＩは、
「開放性」

灰色の組織、排他的な組織としてイクスクルーシブな

とこのように翻訳していますが、反対語ではイクスク

組織からインテクルージョン、これは改善をしながら、

ルーシブ（exclusive）という言葉があります。排他的

例えば女性、あるいは白人、あるいは黒人、あるいは

という意味です。ロータリーはイクスクルーシブとは

身体障害者の方たち、あるいは金のない、変な言い方

違うインクルーシブ（inclusive）な組織にしていこう

ですけれど豊かではない、あるいは偉くはない、会社

としています。

の平社員の方たち、若い人たち、20 代・30 代の人た

「ＰＥＴＳ」では来

ち、そういう様々な多様性を持ったクラブの構成に変

年の会長・インド

えていきましょう、この様々な人たちが混ざり合った

人のシェカール・

組織にしましょう。これがインクルージョンの考え方

メータさんが「ロー

です。要は、ロータリークラブをこのような感じにし

タリーの中核的価

ましょうということをＲＩの理事会が決定しました。

値観のひとつは多
様性です。ロータ

もう１つ、これは一般的な話でエクイティ（equity）。
均等・平等に機会を与えることから、公正になるまで

リーの『ＤＥＩ（多様性・公平さ・開放性）』に対する

機会を与える。結果平等という言い方になりますが。

信念を表した公式声明もあります」。以下、省略しま

右側は両方とも同じなのですが、左側は野球観戦の中

すが、彼がいま強調していることが、女子のエンパワー

で身長の差がある子どもたちが観戦する時に、平等に

メント (empowerment)、いわゆる女子とは英語では

踏み台を付けても小さな子どもは見えないから見える

ガール（girls）ですから多分未成年の成人ではない女

ようにしましょう。そのようなことがジャスティス

性のことを言っていますが、エンパワーメントをする

（justice）、公正であると。右側、イクオアリティ

女子の子どもたちをなんとか救っていこうと彼は強調

（equality）は、これはリンゴを取るのに身重差があっ

しています。基本的に『ＤＥＩ』の多様性という概念

ても平等に踏み台を与えないで、取れるまで、結果的

を前提にして彼は言っていることをまず理解いただけ

に平等になるまでやりましょうという簡単に言ったら

ればと思います。

エクイティ（equity）の概念です。

それで『ＤＥＩ』、ダイバーシティ・エクイティ・

このようなインクルージョンなど英語の言葉で、皆さ

インクルージョンはロータリーの声明、今から２年前

んあまり悩まされることなくて良いのですけれど、こ

の 2019 年１月の国際ロータリー理事会がこのような

の下の矢印を読みます。

決定をしました。「ＤＥＩの原則を尊重して実践をす

ローターアクトクラブのＲＩ加盟を機に、これは

るために基準を定める組織を創設する」という取り組

2019 年の規定審議会でローターアクトクラブは加盟

みが現れ、ジェンダー・エクイティ（gender equity）、

しましたが、若年性の参加と女性に門戸を開くロータ

要は、女性と男性のエクイティ・公平さを強調しまし

リーに転換したと私は思います。そして会員資格、会

た。それは昨年 2020 年の９月、ＤＥＩタスクフォー

費や例会の柔軟性の導入による門戸の拡大・インク

スを設置して地域的な違い、ニーズ優先事項を含むビ

ルージョンにした。伝統的クラブ運営の抜本的改革を

ジョンを盛り込んだ計画を策定する任務を与えまし

しようとしている。ちなみにこのエクイティ・公正に

た。

関わる理事会決定は、実施されている部分です。ロー

これは後ほど『ＳＲＦ』という形で具現化していきま

ターアクトクラブの人頭分担金は 2023 年または

す。その中でダイバーシティ、インクルージョンとは

2024 年に始まるのですが、ローターアクトクラブの

どのような意味なのかお話申し上げます。

人頭分担金を８ドル、われわれは今 70 ドル払ってい

ダイバーシティ・多様性は、いろいろな人たちがいる

ます。約１／ 10 の人頭分担金。ライラ基盤のローター

ということ。下に書いてありますが、性別・国籍・性

アクトクラブは５ドル。その下に、ローターアクター

的指向、これはホモセクシャルでも何でも良いのです

はロータリアンの権利に近づける。これも会費は安い

けれど、そのような性的指向も関係なく、障害の有無

のに権利だけは一緒、先ほど申し上げた公正にしてい

に関わらず、多様な人が差別なく活動することをダイ

くという措置をいまローターアクトクラブにしようと

バーシティといいます。

しています。

インクルージョンというのは、それぞれの持ち味を活

それから、女性会員をこれから２年後 2023 年６月





までに世界で 30％以上にする。現状は 24％、日本は

が、その中で 34 名がタダで参加するという形になる

４％ないし５％です。これはジェンダー・エクイティ

であろう。

という施策です。

そして、「ＳＲＦ試験プログラムの提出」ということ

次に、全リーダー職も 2023 年６月までに 30％以上

になりますが、「ＳＲＦ（Shaping Rotary Future ）」、

にする。リーダーとは、ＲＩ会長・ＲＩ理事・地区ガ

ロータリーの未来を形成するということを「ＳＲＦ」

バナー・ガバナー補佐・クラブ会長、そのようなリー

と単語化しています。

ダー職の皆さまの３割は女性にしましょう、と。その

それでは、「ＳＲＦ試験プロジェクト」とはどのよ

ようなジェンダー・エクイティの施策を決定していま

うなことなのでしょうか。いまから９年後の 2030 年

す。

施行を目途とした試験プロジェクトであり、地区制度

それから、ＲＩとゾーンの開放。講演者・話す人の

の改革。先ほど申し上げた地区制度をなくして『リー

60％以上を同一のジェンダー、ということは男６割。

ジョン（Region）』という形で。リージョンの意味を

逆に言うと女性のスピーカーを４割にしなさいという

後ほど申し上げますが、日本は１リージョンとなる可

ことです。そのようにジェンダー・エクイティを

能性があります。ヒエラルキー組織からフラットな組

2020 年９月に理事会で決定しました。

織にしていきましょう、これが「ＳＲＦ」の最大の目

ゾーンの開放とは、
「ロータリー研究会」や「地区大会」

標です。

も含めて検討しなければいけないことです。そのよう

では、ロータリーをインクルーシブ（inclusive）な

な意味で「次年度の会長は、例会でも女性の講師を視

開放された組織にするためにはどうすれば良いのかと

野において、数を多くした方がよろしいのではないで

いうことです。その持っている属性によって排除され

しょうか」とお話申し上げました。

ることなく、誰もが構成員の一員として分け隔てるこ

最後、「次回の推薦周期から全ての地域リーダー職
に必要なパストカバナーの資格条件を削除」。という

となく、当たり前に存在し活動することができる組織、
インクルーシブな組織。これは、ウィキペディア

ことは、ピラミッド組織、今までの積み重ねで、例え

（Wikipedia）に書い

ば平社員から課長、課長から部長、部長から取締役、

てありましたが、ヒ

そして社長というヒエラルキー構造そのものを否定し

エラルキー組織、ピ

ているのです。ガバナーをやった人を「パストガバ

ラミッド組織からホ

ナー」とたてまつっていますけれど、私もその１人で

ラクラシー組織へ、

ありますが、「パストガバナー」という称号は、今は

この言い方は私ども

ありますけれどもう与えない。そのパストガバナーか

で見つけたのです

ら地域リーダーは選ばれていましたが、今後はパスト

が、『分散フラット

ガバナー以外の方たちも入って来るということが決定

組織』これは『Airbnb（エアービーアンドビー）』だっ

されています。

たかな、いまアメリカで大きく流行っていて成長をし

それから、来年 2022 年の「規定審議会」で理事会

ている会社が分散フラット組織での典型例として言わ

が提出するだろう制定案に関して説明をさせていただ

れています。そのような意味で、ヒエラルキー組織へ

きました。簡単にいいます。「ガバナーノミニーの資

転換をしようと、それが「ＳＲＦ試験プログラム」の

格条件の緩和」、ロータリー以外でのリーダーシップ

大きな目標だろうと私は思っています。

経験を持っていればガバナーになることができる。そ

では、この「ＳＲＦ」は、どのようにして決められ

のような意味では、ライオンズは青年会議所の経験年

ていったのかというと、昨年 2020 年の９月の理事会

数をプラスして履歴にしています。ライオンズに入会

で「これを、2030 年実施を視野に組織改革すること」

したら「あなたは青年会議所に何年いたの」「15 年い

を承認しました。今年 10 月の決議審議会、来年４月

ました」。そのように 15 年いたら「ライオンズマン

の規定審議会でこの「ＳＲＦプロジェクトをやるかや

としては、15 年の経歴を持っている」と積算される

らないか」について審議されます。この制定案は様々

ことになっていくでしょう。

な部分がありますけれど、この「試験的プロジェクト

それから、「理事」「理事指名委員会委員の資格条件

制度」は、いまから 20 年前の 2001 年の規定審議会

の緩和」、これも緩和ですね。それから「ＲＩ委員会

で「ロータリークラブの定款に反する例外的なことが

の資格要件の緩和」。アクターが参加可能になる。ロー

できる試験的プロジェクト」が採択されたのです。今

ターアクターの規定審議会代表議員として参加。これ

度は、「地区のルールに関わらない試験プロジェクト

も全部、これから来年の理事会が提出する制定案です

をすることができる」ということで上程します。

ので決定ではありません。決定ではありませんが、こ

この「試験的プロジェクト」とはどのようなことなの

れを上程して来るであろうと。そのような意味では、

か。これはまだまだ変更される可能性がありますので、

アクターもシカゴの「規定審議会」は１週間あります

決定という話ではないのですが、世界で 20 〜 30 の





地域（リージョン）を設置し、文化・言語・ニーズ・

そして「ＳＲＦ」は９年後には、大きな変化としてわ

フォーカス・地理・効率性を基準にグループの分類を

れわれの身にかかってくることかもしれない。そのよ

実施し、『リージョナル・カウンシル（Regional

うにご記憶していただければと思います。

Council）』は任期３年で、リージョンの中のクラブ選

そうしたら、釧路ロータリークラブは。10 年後に向

挙で選出されます。そのリージョンの中に『セクショ

けて釧路ロータリークラブはどうすれば良いのだろう

ンリーダー』、日本でいくと 100 〜 120 ぐらいと思

か。これは皆さまに考えていただければと思いますし、

うのですが、任期２年です。これも選挙ですが、セク

私が「こうせい、ああせい」と言う立場ではございま

ションというグループをつくります。このセクション

せん。

は、25 〜 30 のクラブで、アクトクラブも入ります。

ひとつは世の中の変化、森さんが可哀想でしたけれど

そしてアクトを入れて 1500 人〜 1600 人で構成され

も、私も「女とは姦しい奴だ」とか、女を３つ書くと

るセクションの中でのセクションリーダー、これを「ガ

「姦しい」とか「嫉妬」は女偏です。そのような言葉

バナー？」とクエッションマークを出していますが、

もこれからは言えなくなりますよ。「これは女性蔑視

ガバナーという名前は残るかもしれません。

だ」という言い方をされるかもしれません。そのよう

最後に、日本は１つのリージョンで、100 〜 120 前

な世の中について理解するべきでしょう。そのような

後のセクションに細分化され、2500 地区は 2.5 ぐら

ことが私からのご提案でもあります。

いになると思います。

そしてもう１つは、釧路ロータリークラブはインク

その中で、「試験的プロジェクト」の概要として、

ルーシブな開放的なクラブになるべきなのだろうかと

辰野理事が説明をした『なぜ未来形成に取り組むのか』

いうことも議論をしていただきたいのです。

で、彼が言っていることは、「地区ガバナーの機能が

私はまだイクスクルーシブなクラブとして釧路ロータ

十分に果たされていない。仕事をやっていない。地区

リークラブは存続する可能性がたくさんあると思って

ガバナーは、名誉職でなにも動いていない」というよ

います。なぜならば釧路を代表する人たちがたくさん

うな話です。「指名による人事は能力・意欲のある人

入っています。なおかつ様々な部分で、この釧路地域

が上に立つことができない。選挙をやった方が良い」

を敢えて経営とは言いませんが地域に大きく影響を与

と言っています。「選挙で優秀な方たちを選ぶべきだ。

える人たちが入るクラブであると考えるならば、私は

そしてローターアクター、先ほど申し上げたエクイ

存在意義があるでしょう。同時にクラブとは、反面、

ティ、平等・公正な形で会費は安く、なおかつ権利は

アソシエイト（associate）という言い方がありますが、

一緒、ローターアクターもガバナー選挙に加わるべき

基本的に仲間たちが集まりながら、そして仲間たちが

だ。そしてセクションリーダーになることもできる」

自分たちのクラブを育てていくというアソシエーショ

と書いてあります。ということが概要としてありまし

ン（association）として、クラブの価値がありますの

た。

で私自身は、釧路ロータリークラブは伝統的運営クラ

この「試験的プロジェクト」はどのようになるかとな

ブとして存続する可能性は高いのではないだろうかと

ると、先ほど申し上げた来年の規定審議会で採択され

感じています。

た場合、これは国際ロータリー定款変更ですので２／

私がもう１つ申し上げるとするならば、「ＤＥＩ」に

３以上の賛成を得ることが前提となります。そして６

準拠した新しいクラブ設立支援の積極化が大事なこと

年間の試験プロジェクト実施を経てチューニングされ

だと思います。例えば、ローターアクトクラブをロー

る。多分全体の２割、100 ぐらいの地区が参加する

タリーにしていくうえで釧路北クラブが様々な青年・

と思います。2028 年の規定審議会でこの「ＳＲＦ」

若い人たちに働きかけをしています。私どもはそれを

をもう一度全世界に採用することを審議して採択され

支援する、あるいは、釧路ロータリークラブが新しい

た場合に、2030 年７月から施行されます。９年後で

衛星クラブや新しいクラブをつくるのをどのようにサ

す。

ポートできる存在になれるか。これが私どもの役割の

先ほど吉田さんとも「われわれは、もういないよな」

ひとつではないだろうかと私は感じています。

という話をしていて、いま 40 代・50 代の方たちは、

まずもって来年の会長が、多分女性会員を入会させよ

必ずこのような形の変更を体験するかもしれません。

うとすると思います。このような「ＤＥＩ」が世の中

最後に、これは何回も申し上げていますが「ＤＥＩ」

の凄い潮流です。女性蔑視、もうマスコミはこのよう

は、いま国際ロータリーもアメリカの民主党と同じで

なことばかり言っています。アイスランドは女性閣僚

大きく舵を切りました。ジェンダー・エクイティ、

を 40％にしなければいけない。日本はどうなってい

「SDGｓ」や、様々な部分でのいまの世の中の変更に

るのだ、とそのような話になっています。私が申し上

関わって、迎合とは言いません、変更に関わって自分

げていることは、流行のはんてんかもしれません。流

たちも大きく変わっていこうと決定していることを理

行かもしれない。しかし世の中の流れが、この流行と

解いただければと思います。

いうものが続くであろうという前提で物事を考えてい





かないと、私どもは置いて行かれると私は感じていま
す。
十分ご理解をいただきながら、皆さまの未来を創って
行くうえで釧路ロータリークラブのカギを握っている
皆さまが活躍できる場になることをご期待と申し上げ
まして「ＤＥＩ」と「ＳＲＦ」、変な話を申し上げました。
私の話は、以上でございます。ご静聴ありがとうござ
います。

本日のニコニコ献金
■邵

龍珍君

過日、釧路新聞に末広の店舗が掲載されました。ありがとうございます。

■樋口

貴広君

釧路新聞に載りました・

■佐藤

貴之君

新聞に掲載して頂きました。コロナ禍でも頑張ります。
今年度累計

404,000 円
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第 26 回例会
（通算 3620 回）

第84代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

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

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

平和と紛争予防／紛争解決月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

会員卓話「今年の展望と輝ける釧路きっかけ作り」
（担当：プログラム委員会）

次週例会

嵯峨記念育英会奨学生 卒業報告会（担当：嵯峨記念育英会委員会）

■ロータリーソング：「我等の生業」
■会員数

昭生君

97 名

■ビジター

なし

■ゲスト

なし

会長の時間

■ソングリーダー：片山

土橋

賢一副会長

幹事報告

荒井

剛幹事

皆さん、こんにちは。国の１都３県の緊急事態宣言

１点だけ報告させていただきます。３月上旬に行わ

が３月 21 日に解除されるようですが、ここに来て釧

れました理事会の議事録をホワイトボードに掲載して

路地方では連日落ち着かないようで、これから人の往

おりますのでご確認のほどよろしくお願い申し上げま

来が増えたならば、と思うとまだまだ心配事が尽きま

す。

せん。早く終息してほしいと願うばかりです。

以上です。

さて昨日、舟木会長の所へ行ってまいりました。本人、
店のソファーに座っておりました。相変わらず食欲が
なく、この１カ月で８kg ほど体重が減ったようです。
やはり抗がん剤のせいでしょうか、調子がいい時と悪
い時があって、それでもなるべく調子の良い時は店に
出たり、身体を軽く動かしたりして気を紛らわせてい
るようです。とにかく午後から長時間寝ているようで、
声もかすれて聞き取りづらく大変老け込んだように見
えました。あくまで私が感じたことですが、もう少し
時間がかかると思います。
何よりも無理はさせられないなと思いました。皆さん
にはなかなか良い報告ができず、心苦しいところです。
本日は木下君の会員卓話です。コロナ・コロナで、や
りたいことが自由にできない昨今ですから、ぜひ希望
の持てるいい話をお願いしたいと思います。以上です。





皆さん、こんにちは。貴重なお時間を拝借いたしまして、お話をさせていただくことを本
当にありがたく思っております。
『今年の展望と輝ける釧路のきっかけ作り』ということでございますが、展望というのは
「占い」です。
私、神主をしておりまして、必ず年末に当社で占いをしまして、その結果をお正月の松の内
にお参りが大体 800 件ほどありますが、伺った時に「今年はこういう運勢なので、こういう
ことに気を付けて１年送ったらいいですよ」とお話をさせていただいております。
令和３年、今年の運勢ですが、いろんな占いの本を参考にしながら、鳥取神社門外不出の
特別な方法で占いをしています。この「占いの方法」は宮司の私しか知りません。当社は大
國主神(おおくにぬしのかみ)の御分霊を出雲大社からいただき、御神体に遷してお祀りして
いるのですが、実はご神体を私でさえまだ見たことはありません。万が一盗まれた時にそれ
が当社のご神体か分からないと困るので、そろそろきちんと見ておかなければならないと
思っております。
令和３年の運勢ですが、結論から言いますと「新しいものにチャレンジすると非常に良い
年」です。コロナの感染拡大もあり、いろいろなことで少し暗い時代ですが、逆に考える時
間も増えているかと思います。新しいことにチャレンジすると実を結んでいく年です。ただ、
少し慎重になりながらどんどん前に進むと成功する年廻りなので、それを念頭に置いてい
ただくとそれぞれの御社業や皆さん個人の未来も、すごく開けて行くと思っております。
令和２年は簡単に言うと世の中がガラッと変わってしまう年廻りでした。コロナとの因
果関係はないかもしれませんが、ガラッと考え方が変わってしまう形で令和２年は経過し
たと思っております。
令和３年は『辛丑(かのと・うし) 』、辛い（からい）という字に丑（うし）です。紐（ひ
も）という字の右側になります。辛いという字は「しん」と読みますので、日本は発音が一
番大事なので、「しん」という発音は新に通じ「新しく何かものが芽生える」そういう年で
す。また、西暦の最後一桁が「１」の年が「辛（かのと）」になります。
『辛』という字は地中で貯めたエネルギーを周りからの抵抗を押しのけて、上にボンっと
発芽するようなイメージを考えていただければと思います。辛い、むごい、厳しい、ひどい、
などの漢字としての読み方、辛苦、辛酸をなめる、という熟語もあり、そういった意味もあ
ります。
後漢の白虎通義（びゃっこつうぎ）という、紀元後 79 年、今から 2000 年ぐらい前に書か
れた書物で「辛の年には、新しいことを更新しないとひどい目に遭う年である」と書いてあ
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ります。思い起こしていただくと 2011 年、これも辛の年で、東日本大震災が起こりました。
2001 年、アメリカの同時多発テロもこの「１」の時です。ですから、物事がガラッと変わっ
たりする年廻りなので、これをチャンスにすることも必要かなと思います。
丑という字は「乳児が外に手を伸ばす」という象形文字からきていますので、始めるとか、
結ぶとか、つかむ、などの意味になりますので「今年１年は新しいことをやって成果をつか
む」ことを皆さんで心がけていただければと思います。
「紐という字の右側」というのをよ
く解説などでお聞きになったかと思います。
例会でお話したことあるかと思いますが、どうして、ありがたい時に「ありがとう」と言
うのかわかりますか。これは当然、最初に漢字があるわけではないのです。
『ありがとう』という言葉ができたときのことを想像してください。
「ありがとう」と言
ったら今の日本語でいう「ありがたい気持ち」が伝わるのが、「あ・り・が・と・う」とい
う発音なのです。だから、それで「ありがとう」という言葉ができているのです。
「有り難
い」などと案字で書きますが、字は後からあてられたものなので、「ありがとう」という言
葉が言霊として、相手に「ありがたさ」が伝わる羅列が「ありがとう」なのです。そういっ
たことで、相手に気持ちが伝わったり、意識が伝わったりします。
これは水の結晶です。ショパンの音楽を聴かせると水の結晶がこのようにきれいな宝石
みたいな形になります。

「ありがとう」と言うと一番きれいな結晶ができますし、ひどい言葉を言うと崩れた結晶が
できます。普通の水に、何も言葉をかけずに結晶を作ると上のように『水』という字みたい
な結晶になるのです。
「水」という字もたぶん結晶を見た人が字を作ったのではないかな、
水の結晶が六角形ですので、水という漢字はこれで作られたとおもいます。
必ず「物事」とか「事」「状況」とかには必ず意味があると言われております。神社はそ
ういったことを考えて運営をしたり、人にお伝えさせていただいたりしています。
釧路はいま少し元気がありません。漁業・水産業や製紙業、炭鉱業にも少し陰りが見えた
中でインバウンドを含む観光が盛り上がってきて、酪農が調子よく来ていた矢先の新型コ
ロナウイルスの感染拡大で観光業、飲食業に大きなダメージが出ています。本当に苦労され
ている方々、仲間がいらっしゃるので、何とか乗り切っていただいて収まった後に飛躍して
いただきたいと思います。
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人口が相変わらず減っています。苫小牧や帯広にも抜かれたとか、日本製紙が８月に撤退
するという話を聞くと、釧路はどうなっちゃうのだろうなという思いがあります。
これは何とかしなくてはいけない。さっき言いましたけれども今年はチャレンジする年
廻りになります。チャレンジする年にひとりひとりが雇用を１人増やせば、このメンバー全
員が増やせば 50 人、100 人雇用が増えます。そうすると若い方が外に出なくても済むのか
なとか、みんながチャレンジしていただきたい年ではないかと思います。本当に何とかしな
いといけないなと思います。
では、釧路はそんなに駄目な所なのかな？ということで少し思い出して、まだ入会されて
いない方もいる私が会長を務めさせていただいた 2017 年６月１日の例会で斎藤征治さんが
ご講演をされました。この方は釧路湖陵高校を出られて北大に行って、カネボウにお勤めで、
最後は上海の工場長を務められた方です。この方が 2012 年に同窓会の集まりがあって、そ
こで幣舞東家の平光二さんから「斎藤君、釧路が大変なことになっているぞ。すごく元気が
なく、いろんなことが駄目になってきているぞ。
」という話を聞いて愕然とされたそうです。
この方は定年されてからアルバイトをして２カ月に一度、必ず釧路に３日から４日泊り
がけで来られて、釧路を良くするためにはどうしたら良いかを色々な方々にお話聞いて回
って、自分で「こうしたらいい」という意見を構築されていった方です。
たまたま私と知り合う機会があり斎籐さんの夢を私に実現させていただきたいと思いま
した。私は東京から来ていて、この素晴らしい釧路に住まわせていただいて、恩返しをした
いなといつも思っています。昔からボランティアをやっているのですが、斎籐さんは化粧品
会社で企画をされていたので、どんどんアイデアが浮かぶのです。ですから、斎籐さんの夢
を実現したいと思いました。
斎籐さんがおっしゃるには、
「ここ釧路地域は第一次産業の適地です」
。酪農・水産まだま
だ捨てたものではありません。製紙業は撤退してしまいますが、石炭は地元の発電所に供給
されています。そして、北米や欧州に日本で一番近いのです。釧路港は不凍港、凍らない港
です。夏に北極圏の氷が解けた時に直接、北極圏を通ってヨーロッパに行くことができます。
そうすると航路の長さが３分の２になりますので、ものすごく節約ができる。あと観光資源
がたくさんあります。本当に摩周湖や阿寒湖とか、オンネトーや知床もある。ちょっと行け
ば厚岸もある。観光資源が山のようにあります。本州の足利市では、
「藤の木が１本だけで
150 万人が観光に来る所がある」と。外から来られた方は特に分かると思います。釧路には
いい所が山のようにあって、逆に紹介しづらいぐらいだと思います。
そ の 例 会 の 時 に 斎 籐 さ ん が メ イ ン で 挙 げ ら れ て い た の は 、『 林 業 』 な の で す 。
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木の種類が違うので一概に比較はできないのですが、ドイツはＧＤＰが 380 兆円ありま
す。日本は 550 兆円くらいあります。ドイツの森林面積は 1,108 万ヘクタールです。ドイツ
ではＧＤＰの５％が林業の生産額で、19 兆円の産業になっています。ドイツでの産業、一
番は当然、自動車産業で４番目が林業で 19 兆円稼いでいる。では、日本はどうか。森林面
積は 2,512 万ヘクタール。日本はドイツの 2.3 倍の森林を持っています。すると先ほどドイ
ツの生産 76 兆円があるので、日本もその倍の 38 兆円くらい林業の生産があってもいいこ
とになろうかと思います。ただ、急峻な斜面が多いのでなかなか難しいのです。
では、北海道の森林面積 554 万ヘクタールです。これ、ドイツの半分くらいあるのです。
ドイツの半分の 9.5 兆円は無理だとしても６兆円くらいの生産ができるのではないかと思
います。ひがし北海道の中で釧路地域周辺の森林面積が 69 万ヘクタールくらいありますか
ら、7,500 億円の生産額の可能性がある。林業に関わっている方が少ないので選挙の関係も
あり、きっと林業に国があまりお金をかけていないと思います。今、日本全体で多分、2,500
億円から 3,000 億円の生産しかないのです。ただ、ひがし北海道だけでも 7,500 億円、北海
道全部では６兆円の産業になる可能性があります。そういうお話を斎藤さんがされていま
した。
そして畜産と酪農業では、世界一美味しい牛乳です。ここは海風に塩分（ミネラル分）が
乗ってきて、草の上にまぶされて柔らかい牧草になるのです。それを牛が放牧で食べていま
すから、牛さんはストレスなく柔らかくてミネラルがたくさん入った草を食べて牛乳を生
産しますので、根釧の牛乳は一番甘みがあって美味しい。乳脂肪分も高く 4.0 が普通で、浜
中や標茶他は 4.0 を超えている農家がほとんどです。あと、弟子屈牛も。これは子牛の時だ
け育てて、あとは松阪や但馬に出しているのです。子供の頃の弟子屈牛を食べれば、ものす
ごく美味しいということになります。
漁業も少しずつ元気がなくなっているとはいえ、日本中で食べる昆布のうち 80％は釧根
地方で採れています。サンマも減っていますが、サンマ・サケ・イワシ。イワシは今 25 万
トンくらい揚がっています。タラ、タラコ、スケトウダラは４～５万トン。シシャモは漁が
少ないですけれど、本物のシシャモはこの近隣でしか獲れません。日本で 8 本しかシシャモ
が獲れる川がなくて、うち５本が釧路地域です。浦幌町に行った時には「浦幌町で獲れたシ
シャモは全部、むかわ町に送られる」ということで、本当は「釧路シシャモ」で売ればいい
のかなと思います。あと、牡蠣です。まとまった収穫量で、新鮮です。本当に釧路は素晴ら
しい所で、いろんな物があります。他にも「福司」があり、年々美味しくなって全国で金賞
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をしょっちゅう取っています。
「北の勝」もファンが多いです。
「厚岸ウイスキー」は、昨年
度、サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションで最優秀金賞を受賞して
います。あと、パプリカも採れますし、冬いちご「夕緋（ゆうひ）
」と、
「946 BANANA」と
いう皮ごと食べられるバナナ、これ、１本 1,000 円で売っていますが、有望な物もたくさん
出ています。

その他にも山のようにあると思います。
どうしたら、これらをブランドにできるのか、生かせるのかなと思います。
まず、牛乳です。牛乳は混ぜられちゃうので、向こうに行くとほとんど「根室・釧路産」
ではなく「北海道の牛乳」になってしまいます。皆さん、
『こんせん 72 牛乳』という牛乳を
知っていますか。実は『こんせん 72 牛乳』が釧路地域で一番たくさん出荷されていて１日
４万本が出荷されているのです。どこに行くかというと、「パルシステム」という生協の高
級なブランドになって、首都圏に直接送っています。地元では飲めません。
緑の「根釧牛乳」を見たことありますよね。これ、なかなか美味しくていい牛乳なのだけ
ど、
「こんせん 72」や「根釧牛乳」と言われても「どこの、何だろう」になってしまいます。
もっと分かりやすい名前がいいのでは。漢字で根釧牛乳も「根釧ってどこなのでしょう」
、
たぶん東京の人に聞いてもほとんどわからない。地図が書いているので、それで少しわかる
かと思いますが、そんな状況です。
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食べる昆布も 80％は釧路産なのですが、
「棹前（さおまえ）昆布」と「なが昆布」が主に
食べる昆布なのですが、
「なが昆布」と聞いても釧路とは印象が結びつかないですし、
「さお
まえ」は釧路地方だけで採れているなんて誰も分からない。
イワシも「世界一脂乗りが良い」と日本中の漁師さんがおっしゃるのですが、ほとんどが
「ミール」になっちゃう。そうすると、キロ 30 円を切っちゃって 25 円とか。なので、非常
にもったいないです。人間が食べるイワシはキロ 160 円や 170 円で取引されているようで
す。
明太子。タラコはこっちで獲れているのに、明太子は九州ブランドになって高く売られて
いて非常にもったいない。
あとは、観光産業のブランド化です。『ひがし北海道』という名前で観光業はずっと前か
らブランド化をしています。でも、
『ひがし北海道』という言葉はまだまだ広がっていない
と思います。銀座で昨年と一昨年にアンケートを取りました。
「釧路、厚岸、白糠、摩周湖、
阿寒湖、を知っていますか」というと、だいたいが知っている方です。白糠は少し落ちたか
と思いますが、摩周湖、阿寒湖はみんなが知っています。
「では、どこにあるのですか？」
「北海道です」、
「じゃあ、北海道のどのあたりですか？」
「わかりません」
、ということです。
この５つがすごく近くにあって、車で１時間以内に行けることは東京の人には全くわかり
ません。なので、釧路でサンマが獲れたといって、サンマを食べたるだけで釧路に来るかと
いうと少し無理なので、「摩周湖や阿寒湖を見ながら釧路でサンマ食べて、厚岸でカキとウ
イスキーで、白糠ではタコやカニを食べたらどうですか」と言ったら来てくれるかなと思い
ます。
一番問題なのはこの地域を呼ぶのにふさわしい価値がある名前がないのです。適切な呼
び名がなくて、私たちもどう呼んだらいいかを考えました。ひらかなで『くしろ』とか、
『こ
んせん』や『せんこん』とか。東京の方には、根釧と釧根の両方あるのはまず理解できませ
ん。何で違うかというと、人口では釧路が多いので釧根なのですが、牛乳の生産量は根室が
多いので根釧牛乳なのですね。こうなると全くわからないです。あるあるになってしまいま
す。
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ここが『水のカムイ観光圏』だと知っている方はいらっしゃいますか。たぶん、何人かい
るけど、ほとんどの方は知らないですね。これは国の政策で、釧路から阿寒湖や摩周湖の一
帯は水のカムイ観光圏ということになっている。観光立国ショーケース、日本で３市、長崎・
金沢・釧路が選ばれているのは知っている方いらっしゃいますか。少し多いですね。やはり
新しい名前はなかなか定着しないと思うのです。
あと、釧路・根室の商工会議所が「釧路・根室を『シマフクロ圏』と呼ぼう」と運動され
ました。これを道外で言っても浸透するまでに何十年もかかってしまうと思います。
ではどうしたらいいのかという時に、前から呼んでいるのですが『ひがし北海道』
、英語
表記では『EastHokkaido』と呼ぼうと考えました。数年前に蝦名市長が「（釧路空港を）ひが
し北海道空港にしたい」と言って色々なところから批判を受けました。でも、そう市長が言
うのだから『ひがし北海道』
（EastHokkaido）にしようと協議会を設立しました。当会の小船
井会員が会長を務めております。
「北海道」は世界的なブランドになっています。それに「北海道の東側ですよ」とするこ
とで皆さんに理解し記憶していただける度合いが増えると思います。
「ひがし北海道の釧路
ですよ」
「ひがし北海道の阿寒です」
「ひがし北海道の厚岸です」と言うと伝わり易いとおも
います。ただ文字数が「道東」の２文字から６文字に増えるので新聞の紙面は難しいのです
が、そうしようと考えました。
皆さんにお願いがございます。道東をなるべく「ひがし北海道」と言い換えて喋っていた
だきたいと思います。会社の名前とか団体を作る時には「ひがし北海道」
、漢字で東北海道
にしているところは「東」をひらかなに変えていただくとか。これをやっていただいた例が
結構あります。「ひがし北海道クレインズ」さんには当初の漢字の「東」を「ひがし」にし
ていただきました。釧路市民球場が「ウインドヒルひがし北海道球場」になります。今度、
三ツ輪商会が MOO の中にアウトドアショップを作るのですけども、「EAST HOKKAIDO
ACTIVITY BASE」という名前にしてくださるそうです。あと、釧路女相撲大会も「ひがし北
海道釧路女相撲大会」に、などなどと。例えば、「鳥取神社」は鳥取県の神社だと思われま
すから、小さく「ひがし北海道」、大きく「鳥取神社」というような形にして使っていただ
きたいです。
ロゴマークやシールを今日お配りしていますが、ディズニーランド、ハウステンボス、池
袋のバンダイナムコのナンジャタウン、札幌のラーメン共和国、をデザインした方に作って
いただきましたので、ぜひ名刺やパソコン、封筒などに貼っていただきたいと思います。ク
レインズさんは背中の上方にタダで付けていただきました。本当にありがたいと思ってお
ります。
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こうやってシールを貼って、お土産を渡していただきたいと思います。厚岸ウイスキーさ
んも貼っていただけるようになっています。こういうのぼり旗をたくさん作っていますか
ら、
「自分の会社に飾ってもいいよ」という方はぜひ持っていって飾っていただければなと
思います。
「ひがし北海道ブランド化推進協議会」の Facebook ページを見ると、いろんな情報や観
光地がアップされているので、タダですのでフォローしていただけるとありがたいと思っ
ております。
協議会の事業としては、東京の歌舞伎座で今年度１年間、合計で半年弱ぐらい PR や物産
展を行いました。写真にある『クシロバコ』という釧路の物産の詰め合わせを吉田新聞店の
吉田勝幸専務が企画し販売してくださいました。それを買っていただいた方は Zoom で解説
を受けながら地元の生産者の解説と共に一緒にご食材を食べる企画も行いました。当日、
100 件以上の方々が参加されました。協議会としては売るのがメインではなくて、ＰＲだけ
なのですけれども、コラボをした形での活動をしています。地元のお土産屋さんの丹葉商店
も現地に行って PR されました。

つい最近終わったのですが、歌舞伎座ですから十八番（おはこ）は一番得意な演目で、海
老蔵さんの成田屋が商標を持っております。その歌舞伎座で PR を行うので『ひがし北海道
十八番（おはこ）店』を出店しました。
「釧路の 18 個の物産の中でどれが一番好きか?」を
8

投票してもらう企画を１カ月行いました。当たった方にはサケ関係の詰め合わせが送られ
て来るのですが、500 人の方が投票してくださいました。その結果を協議会で精査して、い
ろんなところにお知らせしフィードバックしたいと思っております。
その際に東京に戻られた転勤族の方が四角い箱が今人気の厚岸ウイスキーですが、それ
を買ってくださり本当にありがたいなと思っています。この取り組みは徐々に広がってい
くと思っております。
説明しますと歌舞伎座の地下２階に『木挽町広場』という場所があり、お土産屋さんがず
らっと並んでいます。その一番目立つ２カ所を使って『ひがし北海道』のＰＲをさせていた
だきました。こんな感じで「どれが食べたいですか？」を投票していました。最初はサケが
リードしていたのでびっくりしましたが、最後はカニに落ち着いたので出来レースではな
いのですが「やっぱり」という感じでした。写真のように、こんな感じで『ひがし北海道十
八番（おはこ）店』を行っています。歌舞伎座という提灯も見えるかと思います。

今後、令和 3 年５月からも半年間、歌舞伎座で大きな物産展をやろうと思っております。
そういった形でブランド化を少しずつ、まずは地元の人がこの地域を『ひがし北海道』と
呼ぶ、外にどんどん発信していくのが大事かと思います。
このようなブランディングを地元でアイデア出して行っていくのは難しいので、外から
の目を入れてブランディングのカリスマ村尾隆介氏にお願いをして、ひがし北海道未来予
想図を作成しました。われわれはブランディングする時間がないので、「タイムマシンで
2030 年に行ったら『報告書』が落ちていて、それを誰かが持ち帰ったらこんなこと」が書
いてあったという設定です。『ひがし北海道』の今後のマニュフェストです。こうなりたい
ではなくこうなってしまったという精神で進めていきます。
村尾隆介さんは全国のブランディングをやっていて、今は、台湾政府や鳥取県などの行政
を中心に 300 社程度と契約して、ブランディングを行っています。
サバ缶で『Çava?（サヴァ）? 元気という意味)』というのを知っていますか？これは、村
尾さんが被災地支援で行ったブランディングで、900 万個売れています。鳥取県の『すなば
珈琲（SUNABA COFFEE）』を知っていますか？平井知事が『スタバはなくてもスナバ（砂
場）はある』と言ったというものです。超有名なものではないかもしれないですがブランド
となっております。
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その鳥取の『すなば珈琲』はいま８店あるのです。一昨年初めてできた『スターバックス
（スタバ）』が２店か３店ぐらいで、
『すなば珈琲』の方が人気あると言われていて、
「目指
せ、シアトル」と、スタバを凌駕するぞという企画でやられています。「こうなってしまっ
た」ということをどんどんやっていきましょうという良い見本です。
だから、いろいろな物産も「デザイン性がないと手に取ってもらえない」と、ニシンの缶
詰もこんな風にデザインして、角に「ひがし北海道」のブランドマークが付いています。ひ
らがなの『く』の字の逆で、画期的な包装デザインの仕組みで統一的なデザインは出来てい
て、そこに商品名だけを付ければデザインが完成する形です。これはチョコレートのデザイ
ンです。そうすると、皆さんがそれぞれデザインをしてもらう必要はなくなります。そうい
うこともタッグを組んでやっていこうということです。

パッケージも統一して、売り場ですごく目立つようにしちゃおう、ワイン他商品パッケー
ジに「ひがし北海道」の商品マークを付けて、全部統一しちゃおう。売り場もいろんなもの
に全部同じマークつけて、
「ひがし北海道」の物はひとくくりにして売っちゃおう。デザイ
ンの中に地域ならではの白黒の写真（キツネや風景）を付けてＰＲしながら売っちゃおう。
これが全部ひがし北海道の物産ですよみたいなことをどんどんやっていこうと。こういう
10

のはブランディングをやられている方じゃないと難しいかなと思います。

あと、お菓子のパッケージもこのように作ってＰＲしながら統一感を持ったブランディ
ングをしようと提案されました。
これは、当協議会のマニフェスト。何とか実現させていただき、ＯＥＭで供給させていた
だく形にしたいです。イベントなどでもバスやその他を例えばエプロンも統一のマークに
してやっていきたいです。
『ロングトレイル』。向こうの方は 100km から 200km を何日もかけて歩くような遊びが流
行っていますので、ヨーロッパから誘致をしたり、アジアの方々には『ミルクマラソン』と
か、
『食べ物をテーマにしたイースト・ホッカイドウ・マラソン』をやりたい、釧路湿原マ
ラソンをぜひ、『ひがし北海道マラソン』にしていただきたいと思っています。

手前味噌ですみません、当神社で女相撲大会やっています。これに外国人の方に出ていた
だきたいです。海外から来るのではなくて日本に住んでいる外国の女性に女相撲に出てい
ただくのもいいのじゃないかなとおもいます。この地域にはプロチームではひがし北海道
クレインズがあります。プロサッカーチームやプロバスケットチームの下部組織も作って、
若い人を引き留めて盛り上がるようにできないかなと思います。
11

あとは『食い倒れてイーストホッカイドウ』ですね。今は『クール釧路』というのが釧路
川岸に出来ましたけれども、『Love&Eat EastHkkaido（ラブイートイーストホッカイドウ）』
と、韻を踏むような形でモニュメントを作成して、みていただきたいと思います。
今はインターネットで授業ができることがわかりましたから、釧路に学校を作ってネッ
トのやり取りもできます。子どもたちに特別天然記念物タンチョウやマリモの講義ができ
たりもします。林業もドローンを使って生産性をあげる。そういうこと、いろんなことをみ
んなでアイデアを出して、見切り発進でやってしまおうというのがこのマニフェストの内
容です。
後ろに「こんなマークを使いましょう」ということで、一番下の左側のロゴには「可変部」
と書いてあるのですが、そこに自分の会社マーク入れたり、商品の名前を入れたりして使っ
ていただきます。協議会のマークはこの赤い太陽がある 「ひがし北海道」と「EAST
HOKKAIDO」のマークになります。

こういった形で、せっかく価値がある地域を価値があるように皆さんに伝えることをし
ないと次世代にいいバトンタッチができないと思います。
私は 59 歳になりますので、ここが踏ん張りどころですね！皆さんにご協力をいただいて
10 年後に東京と大阪の 20 代から 30 代の女性の 50％に「
『ひがし北海道』という言葉を知
っている」と言っていただくのが大きな目標です。皆さん、ぜひご協力をお願いします。ど
こ行っても「ひがし北海道」と言っていただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
（点鐘）
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ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

嵯峨記念育英会奨学生 卒業報告会（担当：嵯峨記念育英会委員会）

次週例会

講師例会「釧路市のふるさと納税について」
（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
■ビジター
■ゲスト

■ソングリーダー：古谷

守生君

97 名
なし
武修館高等学校 太田 愛菜さん、保護者 太田 隆史様

会長の時間

土橋

賢一副会長

すっかり春らし

中です。本日は『奨学生の卒業報告例会』に卒業生１
名と保護者の方にお越しいただきました。

くなってまいりま

本日、出席をする予定となっておりました３名の方は

したが、スッキリ

都合により欠席となりました。その３名の方から事前

とコロナが終息せ

にいただいた文書を代読させていただきます。

ず、モヤモヤが晴

ロータリー財団・奨学推進委員会・柿田英樹委員長、

れないのは私だけ

よろしくお願いいたします。

でしょうか。しか
しながら、本日は武修館高等学校を晴れてご卒業され、

ロータリー財団・奨学推進委員会

新しい進路へと向かおうとしている太田愛菜さん・

柿田

隆史さん親子がいらしております。ぜひこの門出を皆

僭越ではござい

さんで祝福いたしたいと思います。愛菜さん、これか

ますが、本日、出

らも応援しておりますので、今後もご健康でご活躍さ

席が叶わなかった

れますことをお祈りいたしております。

卒業生３名の皆さ

また、青少年奉仕委員長でもあります古谷守生君が転

んからお礼のメッ

勤されます。大変楽しく希有な人物でもありますから

セージをいただき

寂しくもありますが、転勤されても益々のご活躍をご

ましたので、しっ

祈念いたしております。後ほどご講演の時間を設けて

かりと代読させて

おりますので、どうぞお気の済むままよろしくお願い

いただきます。

英樹委員長

いたします。今日まで本当にありがとうございました。
それでは、本日よろしくお願いいたします。
■

本日のプログラム ■

嵯峨記念育英会奨学生 卒業報告会

嵯峨記念育英会委員会

田中

正己副委員長

皆さん、こんにちは。嵯峨記念育英会副委員長の田

３名の卒業生からお礼メッセージ代読
北海道釧路湖陵高等学校

山田

桃音さん

本日は、直接感謝の気持ちを申し上げに行くこと
ができず残念に思っております。申し訳ございません。
まず、３年間、奨学金によって高校生活をサポートし
ていただきありがとうございました。毎日楽しく充実





した高校生活を送ることができました。
私は、この春から札幌の北海学園大学に進学すること
となりました。大学生活では、今まで以上に日々の努

このような形で卒業生を送るということは二度と

力を大切にして過ごしていきたいと思っております。

あってほしくないと思いますが、皆さん、本当に元気

自立した大人になれるよう頑張ります。

でしっかりと目標のために頑張っていただきたいと思

最後になりますが、改めて３年間、奨学金を給付して

います。

いただき本当にありがとうございました。
北海道釧路湖陵高等学校

卒業生

山田

桃音

嵯峨記念育英会委員会

田中

正己副委員長

本日は、４名の
方にお越しいただ
北海道釧路東高等学校

荻原

那奈さん

く予定でしたが、

３年間の長きにわたりご支援をいただき本当にあり

３名の方の都合が

がとうございました。高校生活を有意義に過ごすこと

つかず欠席となり、

ができ、勉学にも安心して打ち込むことができたのも、

１名の方に卒業報

奨学金を支給していただいたおかげです。

告のご挨拶をお願

ご報告が遅れてしまいましたが、４月からは釧路公立

いいたします。

大学経済学部経営学科にて学生生活を送ることとなり

お名前を呼ばれましたらご登壇いただき、ご挨拶をお

ました。これからの４年間、多くの知識と教養を身に

願いいたします。

付け、様々なことにチャレンジをして行きながら立派

武修館高等学校・卒業生・太田愛菜さん、よろしくお

な社会人になれるように日々努力をしてまいります。

願いいたします。

最後になりましたが、皆さまのご健康と益々のご発
展を祈念申し上げます。
北海道釧路東高等学校

卒業報告
卒業生

荻原

那奈

武修館高等学校

太田

愛菜さん

皆さま、今日はご招待いただきありがとうございま
す。先日、武修館高校を無事に卒業することができま
北海道釧路東高等学校

仲村

花香さん

した太田です。

この度は、釧路ロータリークラブ例会にお招きいた

高校３年間、支援をしていただきありがとうございま

だき誠にありがとうございます。せっかくお招きをい

した。支援のおかげで部活動や勉強に対して充実した

ただきましたが、やむを得ない事情により出席が叶わ

日々を送ることが

なくなりました。大変申し訳ないことで深くお詫び申

できました。

し上げます。

部活動では陸上

奨学生として、ご支援いただきありがとうございま

部に所属し、「全国

した。私にとって３年間の高校生活はたくさんの苦悩

大会出場のため新

や葛藤、そして歓び、思い返す度に非常に充実したも

しい挑戦をしたい。

のと思えるような素晴らしいものにすることができま

負けたくない」と

した。

いう気持ちで毎日

以前、私はウエディングプランナーを志し高校に入学

の練習に取り組みました。ときには上手くいかないこ

いたしましたが、高校生活において様々な友人や先生

ともありましたが、チームメイトと乗り越え、地区大

に関わっていくに連れ、新たな目標ができました。そ

会での優勝や全道大会での入賞を果たすことができま

れは私が税理士として、もっとたくさんの方々の助け

した。

となれるような人、そして皆さんの生活を支える経営

そして私の進路ですが、4 月から札幌大学の英語専

者のパートナーとして支えていくことです。

攻へ進みます。高校３年間の授業や出会いの中で英語

高校卒業後、私は専門学校へと進学いたします。今ま

に興味を持ちました。先生になるために、これから４

でに助けてくれた方々のことを思い出しつつ、日々恩

年間は一生懸命勉強をしていきます。そしてお世話に

返しできるように精進してまいりたいと思います。

なった先生方のようになりたいと思っています。

末筆ながら重ねてお礼を申し上げるとともに、皆さま

最後になりますが、支えてくれた私の保護者や先生

のご健康とご多幸を心よりお祝い申し上げます。本当

方、友人への感謝を忘れず、またロータリークラブ様

にありがとうございました。

への感謝を忘れず、これからも夢に向かって進みたい

令和３年３月 25 日
仲村

花香

北海道釧路東高等学校

卒業生

と思っています。
３年間ありがとうございました。





運営として「平成 29 年、5,000 万円の財産の運用益
嵯峨記念育英会

西村

智久業務執行理事

は 110 万円程度」と書いてありますが、この 110 万

皆さん、ご苦労

円だったのが令和２年には 67 万円しか運用益が出て

様でございます。

いません。釧路ロータリークラブの皆さまの会費の他

本来ですと吉田潤

に、会の運営で余剰金が出た 88 万円を寄付金として

司理事長がご挨拶

いただき、その 155 万円で運用をしています。運用

をし、太田さんに

益では到底かなわないことで、釧路ロータリークラブ

卒業のお祝いの

の皆さまのお志で運営しているところです。

メッセージを述べ

最近応募をする方が大変少ないということで、どう

るところでありま

したらいいのか検討をしております。皆さま、なにか

すが、今日、のっぴきならない事情により欠席ですの

アイデアや意見がありましたら吉田潤司か私にヒント

で、業務執行理事であります私から若干の嵯峨記念育

をいただきたいと思います。

英会の説明と太田さんへ卒業のお祝いのメッセージを
贈りたいと思います。
まずをもちまして、太田愛菜さん本当に卒業おめで

さて太田さん、武修館高校は釧路ロータリークラブ
がインターアクトクラブのスポンサーとなっています
が、その関係もありまして歴代ずっと毎年１名の奨学

とうございます。

生を出しております。武修館高校は校内でよりすぐり

皆さまのお手元に嵯峨記念育英会の若干の資料がある

の優秀な１名を出していだだいておりますので、当然

かと思いますが、簡単に概略を説明させていただきま

のごとく選ばれる可能性になります。他の高校につい

す。

ては応募があったり，なかったりということが続いて

嵯峨記念育英会は、昭和 36 年 12 月に『財団法人

おりますので、嵯峨記念育英会の存亡の危機、存在意

嵯峨青少年育英会』として嵯峨晃様（当時、釧路ロー

義の再確認をしなければいけない、と理事会・評議委

タリークラブのチャーターメンバー）によって設立さ

員会で検討をしていきたいと思っております。

れております。当時の基本財産が 1,000 万円、運用

太田さんにおきましては、このコロナ禍において、

財産が 50 万円。「いまのお金にすれば１億円相当だ」

思った活動もできなかったでしょうし、今日はお父さ

と言われております。昭和 47 年に嵯峨晃氏が亡くなっ

んが弟子屈からお見えですが、弟子屈から来ての下宿

た時、泉敬会員が理事長代行を務めております。この

生活で大変だったと思います。心細いこともあったと

後、「釧路のロータリークラブみんなで運営をしよう」

思います。

という話になりました。それを何年間か続けたのです

お聞きするとスポーツがたけているということで、英

が、
「やっぱり、釧路ロータリークラブでやってほしい」

語の先生と言わず体育の先生もできるのではないかと

となりまして、昭和 50 年の臨時総会で釧路ロータリー

思います。ぜひ４年後、釧路に帰って来る機会があり

クラブが運営をすることになり、そのなごりで「釧路

ましたら「いまどうなっている」ということをご報告

ロータリークラブ嵯峨記念育英会」という名前ではな

いただければ幸いに思います。

く、「釧路ロータリー嵯峨記念育英会」と命名されて

本当に卒業、おめでとうございます。ありがとうござ

います。

います。

昭和 51 年度から新入生を募集しております。51 年
と言いますと、私が高校１年生ですのでこの対象だっ
たのですが、嵯峨記念の「さ」の字も知りませんでし
た。資料を見ますと、同級生で理数科の松浦が奨学生

嵯峨記念育英会委員会

田中

正己副委員長

ありがとうございました。

の第１号となっております。現在、釧路がんセンター

それでは、卒業生に記念品を贈呈いたします。土橋副

の所長です。やはり優秀な人にしか声はかからないの

会長、太田愛菜さん、ご登壇をお願いいたします。

だと改めて痛感させられます。
現在まで、現役を含めまして 167 名の奨学生を送り

（土橋賢一副会長から太田愛菜さんへ記念品贈呈）

出しております。最初は８名、６名と大人数に奨学金
を贈れた財政事情がありましたが、途中、苦しくなっ

ありがとうござ

た時には湖陵と武修館（当時の緑ヶ岡学園）の 2 名

いました。

しか出せないことが何年も続きました。平成 23 年 4

卒業生が退場いた

月より公益財団法人となり「基金を取り崩しても良い」

しますので、卒業

形になりました。そこからは、例年４名、５名と、た

生に拍手でエール

くさんの方に奨学金を贈られる体制になっておりま

を送りましょう。

す。

よろしくお願いい





たします。

社にお願いをして、千歳に転勤をさせてもらったので
す。

転勤挨拶

紹介いただいた小児科の病院は非常に評判の良い病院

一般財団法人北海道電気保安協会釧路支部支部長
古谷

守生君

で、患者さんもすごくたくさんおられて、その病院の
先生から「古谷さんのお子さんはこの病院の患者さん

皆さん、こんに

の中で一番症状が重いので、気長に治しましょう」と

ちは。例会の貴重

言われたので、これは時間がかかると思ったのです。

なお時間をいただ

しかし、環境が変わったせいか６カ月で完治しました。

きまして誠にあり

実は３年前の転勤の時に「北見か釧路か帯広、３事業

がとうございます。

所のポストが空く」と言われました。釧路地区の気候

荒井幹事から「今

が悪かったので釧路だけは行きたくないと思いながら

日は多分例会が早

いたのですけれど、
「古谷さん釧路ですよ」と言われて、

く終了するので長めに喋ってほしい」と言われました

ふたつ返事で来ました。昔と違って地球温暖化なので

けれども、いまは終わりの時間が決まっておりません

しょう、多分気温も上がっておりますし、霧が発生す

ので早く終わっても良いのかなと思っております。

ることもほとんどなく、逆に夏は涼しく住みやすかっ

３年間、大変お世話になりありがとうございました。

たという思い出です。

３年前に釧路に来たわけですけれど、私は先週が誕生

ロータリー活動を振り返りますと、奉仕活動では何

日で、満 60 歳になりました。私どもの会社は、60

ができたのか、３年間いましたけれど大したことはで

歳の年度末が定年ということで、３年前に入会をした

きていないです。オリプラの前田さんのお店にはけっ

時から３年後が退会予定とは決まっていたのですけれ

こうお金で奉仕した記憶はあるのですけれど、冗談は

ど会社の規約が変わり、「新年度から定年が５歳延長

さておき、この２年間は奉仕プロジェクトで、職業奉

になる」ことから 65 歳の年度末が定年で、私もその

仕と青少年奉仕委員会の委員長をさせていただきまし

65 歳までに引っかかりました。もう１年ぐらい釧路

た。しかしコロナ禍で、実績として残っているのは職

にいられるのかと思っていたのですけれど、「現在の

場訪問を１回だけやったことしかないと思っておりま

ポストは早く若い人に譲りなさい」ということで、私

す。

は転勤となりました。

また、委員長の任期途中に退会をすることで皆さんに

私の転勤先は札幌で札幌支部という事業所です。い

ご迷惑をかけ、誠に申し訳ございません。青少年奉仕

まと同じ現業機関で、「新規のお客様との契約手続き

活動の残りの活動はほとんどないと思いますけれど、

をしてほしい」と聞いておりますけれど、詳しいこと

及川副委員長、あとをよろしくお願いいたします。

は全く聞いていませんし、引き継ぎにも行っておりま
せん。

ロータリーの一番の思い出は、吉田ガバナー年度の
「地区大会」に尽きると思います。会場設営の副委員

転勤先の前任の方が 65 歳で辞めるのですけれど、私

長を拝命して、なにを行ったら良いのか全く理解をし

のために１カ月間臨時で残ってくれて引き継ぎをして

ていなかったものですから、定期的に開かれた実行委

くれるということで挨拶にもまだ行っていない状況で

員会３回目の時に「まだ、なにもやっていません」と

す。

報告をしたところ、青田実行委員長から「それは、ダ

よく転勤族の皆さんは「釧路地方は非常に自然が良

メだな」と。慌てて「帯広の地区大会ＤＶＤ」を観て、

い所」とお話をされておりますけれど、私は感受性が

このようにやらなければダメなのかとびっくりしなが

少し鈍いのか自然の良さがよく分かりません。という

ら、当時の会場設営の委員長に連絡をとって動いたの

のも私は北見市出身なので、広く言えば同じ道東地区

です。他の委員会より１カ月以上も動き出しが遅かっ

で、子どもの頃から家族とのドライブで釧路地方の景

たものですから、「これは無事地区大会に間に合うの

色は見慣れております。そのためにあまり自然が良く

か」と不安に思いながら行っていたのですけれど、ど

映らないのかと思っております。

うにか本大会にこぎ着け、無事終わって安堵した記憶

それと私は、釧路が２回目の勤務でして、昭和 59

がございます。

年８月から平成元年３月までの 20 代の時に５年弱釧

また、
「ガバナー公式訪問」で、私は釧路南ロータリー

路勤務をさせていただきました。当時の釧路地区は、

クラブさんに同行させていただきました。釧路南ロー

非常に気温が低く、ガスもかかって、健康的にはあま

タリークラブさんは会員が 30 名ほどなのですけれど、

り良くない地域ということがありました。やっぱり長

内４名が女性で非常に華やかだった記憶がございま

男が小児ぜん息に罹りまして、冬になると風邪と相

す。聞くところによりますと、釧路南ロータリークラ

まって入退院の繰り返しがありましたので、「海岸沿

ブさんは、次年度の会長・幹事・副幹事に女性が就任

いではなく、内陸の方に転勤をさせてください」と会

するということで、さらに華やかになるのではないか





と思います。釧路クラブも女性会員が増えれば良いと

と伝統のある釧路クラブ」という言葉をよく使います

思っております。

けれど、どこで誰が見ているか分からないので、普段

「地区大会」以外では、皆さんとお知り合いになれた

からマナーは大切だと思った瞬間でした。

ことが私の思い出であり財産でございます。ロータ

その方は、私よりもベテランのロータリアンですけれ

リークラブに入っていなければ決してお会いできるこ

ど、私より年下ということで、このお話をさせていた

とがなかった方々とお会いできたことが私の貴重な財

だいています。個人名は言えませんけれど、某会長エ

産でございます。

レクトでした。杉村さんすみません。名前を言ってし

その貴重な財産の中から１つエピソードをお話させて

まいましたね。

いただきます。久寿里橋のたもとにスポーツジムがあ

私の後任は、旭川支部から篠原実という者が来ます。

ります。釧路クラブ会員の多数の方もジムに通われて

私の中学・高校の２年後輩ですから、多分２年しか在

いると思います。私がロータリーに入って半年ぐらい

籍できないと思いますけれど、もし入会が認められま

経った時でしょうか。ジムに通っている方はご存じだ

したら私と同様にご指導ご鞭撻をお願いいたします。

と思いますけれど、１階が受付で２階の通路の奥に更

最後に、私のロータリアン生活は今日で終わります

衣室があり、更衣室の奥に脱衣所があって、さらに奥

けれど、皆さまのご健勝と釧路ロータリークラブのま

にお風呂場がある施設です。私が運動を終えて運動着

すますのご発展を祈念申し上げますとともに、明日、

を脱いで、お風呂にでも行こうかという時に、脱衣所

五明さんのお別れ会がありますので、五明さんのご冥

から全裸の方が出て来ました。普通は、脱衣所に出入

福をお祈り申し上げ、私の退会の挨拶とさせていただ

りする人は下着１枚かバスタオルを巻いて入りますけ

きます。

れど、全裸で前も隠さずブラブラさせながら出て来る

３年間、誠にありがとうございました。

方がおられました。「マナーの悪いのがいるな」と思
いましたけれど、その方が私の方を見て頭を下げるの
です。顔をよく見ると釧路クラブの会員の方で、その
時「えっ」と思ったことは、皆さんが入会の時「歴史

本日のニコニコ献金
■古谷

守生君

転勤になります。３年間

■天方

智順君

母の葬儀の御礼

大変お世話になりました。

今年度累計

419,000 円
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第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

月間テーマ

母子の健康月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「釧路市のふるさと納税について」
（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「災害ボランティアに参加して」
（担当：社会奉仕委員会）

■ロータリーソング：「君が代」「奉仕の理想」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：竹村

康治君

96 名

■ビジター
■ゲスト

なし
（有）おおさわプランニング 代表取締役 大澤 惠介様（釧路北ロータリークラブ）

会長の時間

土橋

賢一副会長
ますます春めいて

２点目ですが、本日例会の後に理事会が開催される予
定となっております。13 時半過ぎにローズホールで

まいりました。皆さ

行われますので対象の方はローズホールにお越しくだ

んご存じのとおり私

さい。以上です。

はミツバチを飼って
いるのですが、今年
の６月で丸 11 年を

■

本日のプログラム ■

釧路市のふるさと納税について

迎えます。毎年、越
冬させるのが難しくて試行錯誤しているのですが、今
年は 6 割方を越冬させることができました。ここ２

プログラム委員会

中島

徳政委員長

４月に入りまし

〜３日、気温が上がってきましたので越冬場所から遠

て、本年度もあと２

矢の湿原の中へ巣箱を移動しました。

カ月ということで、

人間の目には花なんかどこにもまだ見えないのです

だいぶプログラムの

が、ハチたちは淡い黄色い花粉をいっぱいつけて巣に

数も減ってまいりま

戻ってきます。いまだあちこちに氷が残っている状態

したが、本日は何カ

の中、ハチはすごいなと感心させられます。着実に春

月か前に「白糠が楽

がきております。

天のふるさと納税で１番」という新聞広告を見た大委

一方、世の中は東京よりも大阪のコロナの感染者が増

員長が「ぜひ、ふるさと納税で語ってくれる人を探し

えていて、全国的にも数が増えているようで、まだま

てほしい」という命令がございました。少ない友達を

だ気が抜けない状態が続いておりますが、皆さん頑張

探したところ、市議会議員の大澤君にたどり着き、
「誰

りましょう。

か紹介してほしい」と言ったら「僕がやります」と自

それでは、本日もよろしくお願いします。

薦のような形で受けていただきました。
大澤さんはご紹介をするまでもないとは思うのです

幹事報告

荒井

剛

幹事

２点ございます。１点目、４月のロータリーレート
は１ドル 110 円となっております。

が、2011 年度青年会議所の理事長をお務めになって
おりまして、翌年、市議会議員に初当選なさり、今は
３期目の市議会議員様でございます。先ほど土橋副会





長からご紹介ありましたが、現在は北ロータリークラ

とか、寄付先を納税者が選べることになります。そし

ブの社会奉仕委員長で、公職にもたくさん就かれてお

て、提供する返礼品によって地域の経済が活性化して

ります。

いきます。

本日は「ふるさと納税について」ということで現状と

最後のここ、結構大事なところなのですが、「子育て

課題、たくさん納税されている方の中で、ふるさと納

教育等の先行投資を回収できる」。各自治体は子ども

税をされて美味しいものを買っている方がたくさんい

を育てるのに学校やさまざまな教育にお金を使ってい

らっしゃると思います。それがどうなのだ、釧路がど

ます。そして、大きくなった子どもたちが 18 歳にな

のぐらい稼いでいるのか、などそのようなお話をして

ると東京、札幌の大学に行ってしまいます。そうして

いただけると聞いておりますのでよろしくお願いしま

働いて納税するのですが、その納税先がそこの自治体

す。

になってしまい、釧路でお金をたくさんかけて育てた

それでは、大澤様、よろしくお願いいたします。

子どもたちが他の自治体に納税してしまうことになり
ます。それをふるさと納税で回収できるということが

有限会社おおさわプランニング
代表取締役

大澤

主な賛成意見でした。
恵介様

皆さん、こんにち

次に反対意見です。「寄付を受けていない道民税も控
除の体制になる」。例えば、釧路市民の方がふるさと

は。本日は私のよう

納税をしますと、市民税と同時に道民税も控除されま

な人間にこのような

す。実は「もらっていないのにどうして道が税金を負

機会を与えていただ

担するのか」ということで、制度上の欠陥もあります。

きましてありがとう

また「受益者負担の原則から逸脱する」。やはり公共

ございます。中島さ

的サービスを受けている対価として税を支払っている

んからは「ふるさと

ことで考えるならば、そこからは逸脱する」。そして「自

納税のことを話せる市役所の人」という話だったので

分の街からお金がどんどん外に出ていってしまい、税

すが、今の市役所は人事の入れ替え時期になっていて、

収が下がり、公共のサービスが低下して、ふるさと納

市役所の人は厳しいかなと思いまして、僕で力が及ば

税をしている人としていない人で公平性が保たれな

ないところもあるかもしれませんけれど、やらせてい

い」ということもあります。

ただければということでお引き受けをさせていただき

そして「ふるさとの定義があいまい」。正直言って、

ました。

ふるさと納税先の『ふるさと』の定義がありません。

ふるさと納税の制度は少し複雑なところもございま

ですから、自分の好きな所に寄付ができることになり

す。また、ふるさと納税を考える上で釧路市の税制・

ます。「自治体の税務の煩雑化」で、自治体が対応す

財政を少し理解いただく流れの中で説明させていただ

るための仕事・税務処理がどんどん増えることがあり

ければと思います。よろしくお願いいたします。25

ます。主に反対意見を挙げているのは首都圏です。

分程度というお話をいただきましたので 13 時 05 分

「ふるさと納税の仕組み」ですが、結構細かくいろい

くらいまでお付き合いいただければと思います。

ろあります。大きく言うと「寄付をした中の 2,000

はじめに、『ふるさと納税の創設』についてです。こ

円は除かれて、それ以外の金額が税控除の対象になり

れは 2006 年に福井県知事の西川さんが最初に「故郷

ます」。ここだけをご理解いただければ、大枠は掴め

寄付金控除を導入すべきだ」と大きく提言をされまし

ると思います。

た。それを受けて、翌 2007 年度に今の菅義偉総理（当

ただし、「控除には上限」があります。そのケースを

時は、総務大臣）がふるさと納税研究会を総務省の中

３つ用意しました。

に立ち上げました。同年に宮城県、山形県、鳥取県、

１つ目、独身の女性でも男性でも年収 300 万円の方

徳島県、佐賀県の知事がその制度のスキームを発表さ

の控除の上限額の目安は 27,000 円ぐらいです。それ

れて、制度が出来上がる流れになりました。

を超えてふるさと納税をしても控除にならないことに

2008 年に衆議院を通過したのですが、参議院で反対

なります。

がかなりあって否決されました。税金のことですから

次に、夫婦共働きで子供１人という場合で、世帯の年

衆議院に戻って、30 日後に自動的に成立して、即日

収が 650 万円くらいの家庭では控除の上限額は

公布されたという制度です。

96,000 円くらい。

その中で主な賛成意見としては、「生まれ故郷を離れ

３つ目、夫婦・子供２人の４人家族で、世帯の年収が

ていても、ふるさとに貢献ができる」とか、「税金の

1,200 万円ぐらいでは控除の上限目安が 195,000 円

使い道に納税者が関与できる」。これはふるさと納税

ぐらい。

を受ける自治体は「何に使ってください」と項目を設

ということで、家庭の家族構成と収入によって控除の

定していて、例えば「動物園の整備に使ってください」

上限額が決まっています。それを超える分をふるさと





納税しても控除が受けられないことになります。サイ

抑えなさい」というのが総務省の言っているところで

トを見ると、ご自身の家族構成や年収を入れると自分

す。キャッシュでいうと 45％が市に残る形だと思い

の概算の控除額が分かるようになっていますので、ご

ます。

確認いただければと思います。
「控除される仕組みについて」です。左側、これは創

「ふるさと納税の実績」です。26 年から数字を並べる
と、釧路市は 26 年が 937 万円でした。それから

設当初からある一般的な形です。まず自分の好きな自

4,000 万円超えて、２億 9,000 万円、４億 1,000 万円、

治体にふるさと納税を行います。そうすると自治体か

７億 8,000 万円ときて、令和元年が 10 億 2,000 万円

ら受領書、領収書的なものが送られてきます。それを

です。令和２年は締め切られましたけれども、10 億

持って３月 15 日の確定申告をしていただくと、その

と少しかな。令和元年に比べて令和２年の伸び率は非

後

常に低いのが実際のところです。

所得税の還付があります。そして翌年度の住民

税の減額、という２段階の制度になっています。

白糠町は順当に行きました。205 万円から始まって、

それが煩雑で面倒だということで最近、「ワンストッ

1 億、８億、18 億、その次の年が 32 億、そして先

プ特例」という制度ができました。このワンストップ

ほど表に出ていた令和元年が 67 億円、そして今年は

特例制度は、５自治体以内に限られるのですが寄付す

90 億円を超えて 100 億円近くまで行くという話を耳

る時に「特例の申請書」を相手の自治体に送ってあげ

にしております。

ます。すると翌年、自分が住んでいる自治体の住民税

一方、根室市は突然出てきた雰囲気で新聞報道されて

が減額されます。所得税の還付はなくなるのですが、

いるのですが、そん

翌年、釧路市からくる住民税がドーンと下がりますの

なことはありませ

で、最近は面倒なのでワンストップ特例を使って納税

ん。根室市は着実に

をされることが非常に多くなってきているそうです。

伸びています。最初

「ふるさと納税の受入額」。これは全国の数字です。制

は 326 万円、翌年

度が始まった平成 20 年・21 年度からずっと低いレ

いきなり 12 億に

ベルで推移していくのですが、平成 26 年からどんど

なって、33 億、39

んと上がっています。令和元年度の数字で、全国でふ

億、49 億、65 億、そして本年はちらっと聞いたら

るさと納税された実績が 4,875 億円。2,334 万件の

「130 億円くらいまで行きそうだ」と仰っていました

ふるさと納税がありました。30 年がグンといって、

ので、130 億円に行くと 65 億円が市に残ります。「根

令和元年に少し下がりましたけれど、ふるさと納税の

室市さんは市役所を建て替える」と出ていますが、

金額・件数ともに全国的には右肩上がりで増えていま

キャッシュで建て替えができるくらいにふるさと納税

す。
令和元年度の納税受入額トップ 20 の自治体です。第

の恩恵を受けているのが実際です。
「ふるさと納税に関わった住民税の控除額がどれぐら

１位が裁判で話題にもなりました大阪府の泉佐野市で

いあるのか」です。実際に税金控除されている金額の

184 億円、受け入れ件数が 30 万件を超えています。

話です。先ほど言いましたけれども、26 年くらいか

トップ５の中に北海道が３つ入っています。３位が紋

ら納税が伸びてきて、翌年の 27 年からグーっと伸び

別 77 億円、４位が白糠町 67 億円、そして５位が根

て、令和２年の控除額の実績は 3,391 億円。全国で

室市 65 億円ということです。結構大きな額がどんど

控除適用したのが 406 万人いることになります。

ん自治体に入ってきているのがわかります。令和 2

「税金が出ていっているワースト 20」です。一番税金

年の数字は３月末で締めますので、これから数字が出

が出ているのは神奈川県横浜市の 144 億円。本来、

ると思いますが、令和元年ではこれくらいの寄付が実

横浜市に入るはずの 144 億円が外に出ています。次

際に行われています。

に名古屋 85 億円、大阪 71 億円、川崎 63 億円とい

「ふるさと納税の募集に要した相対費用」です。全国

う流れで、下の方に行くと全部東京都で、東京都の区

の自治体の合計額が出ていまして、総務省は全国の自

民がそれぞれふるさと納税をやっていますので、本来

治体に「50％くらいに抑えなさい」と言っています。

はその自治体に落ちるはずだった税額が他の街に流れ

実際にどれくらいの比率で使われているかというと、

ていることになります。

返礼品を調達するのに 35％くらい。返礼品を送るの

釧路市の令和２年度のふるさと納税控除額は人数で、

に 7.7％。あと広報決済、これは「ふるさとチョイス」

思ったより少なく 2,454 人が他の自治体にふるさと

とかの企業を経由してふるさと納税された場合にそこ

納税をされています。本来、釧路市に入るはずだった

に支払う手数料、クレジット決済の手数料とか、広報

お金で、出ていった分が１億円と少しですので、そん

も含めて 3.2％。事務に係る費用では、発送業務を市

なに多くはない気がします。

役所は直接やっていなくて、委託事務に係る経費とい

一番下、交付税措置が肝になってまいります。これは

うことで全国をならすと５5％。これを「50％以内に

令和 3 年の釧路市の予算書です。支出・歳出は置い





といて、歳入だけ見ていきます。上から市税、地方交

先ほどの市から出ていっている１億円のうち、実は

付税、国庫支出金、道支出金、市債、市債は市の借金

75％が交付税措置をされています。入ってくるお金

です。ということでお金が入ってくるのですが、動き

は国がカウントしないのに、出ていったお金は

が一番多いのは一番上と二番目で市税と地方交付税に

「75％が交付税として翌年に市にあげる」という制度

なります。その下は例年そんなに動きません。

になっていますので、自治体としては非常に都合のい

では上の税金はどうして動くのか、というと複雑な仕

い制度になっております。

組みがあります。「基準財政需要額」という数値があ

「３％くらいの決済手数料」に関しては釧路市から当

ります。これは、釧路市の規模、人口、さまざまな国

然、外に出ていますけども、それ以外のお金 50％は

の交付税措置の基になる額があるのです。この説明は

市に直接税金として入りますし、残りの 47％は返礼

長くなりますが、「釧路市は生活保護費で大変だ」と

品を買うお金、発送手数料などのお金ですので、

仰る方がいるのですが、生活保護のお金は 100％が

47％が地元に残るお金になります。市から出ていく

国のお金です。ただ、初年度には国が３分の２しかお

お金はあくまで３％程度で、97％は釧路市に残るお

金を払ってくれません。残り３分の１は「翌年、交付

金になりますので、制度的にはどんどん拡大すべきだ

税で釧路市に渡します」となっていますので、その交

と思っています。

付税の計算をするいろんな数値があるので、釧路市の

国からもらえる財源は「ひも付き財源」が多い中で、

令和２年の基準財政需要額は 423 億 6,000 万円です。

先ほど「ふるさと納税は寄付先を選べる」と言いまし

「釧路市さんとして使うお金は 423 億円です」と国が
決めているのです。

たけれども「好きに使ってください」という寄付が圧
倒的多数を占めております。私は「自由度が高いので、

「地方交付税はどうなるの」でいうと、基準財政需要

全力で推進すべきだ」と市に何度も何度も一般質問で、

額は 423 億円と国が決めています。そのお金 423 億

委員会で、市長に何度も訴え続けてきましたが、市長

円から市が市税としていただいた金額を引いた分を地

はあまりやる気がありませんでした。

方交付税として渡す仕組みになっています。これが非

なぜかと言うと、寄付という制度は先行した自治体が

常に問題のある仕組みです。都市経営を考えたら釧路

いつまでも上に上がっていく制度であって、釧路市は

市は懸命に釧路市内を活性化させ、民間企業に儲けて

周りに気を使って、「あまりやらなくていい」みたい

もらって、それで給料を多く払っていただいて、市税

な考えでした。何回も何回も市長に「いや、そうじゃ

を増やしていこうと努力します。その結果、市税が増

ありません。ふるさと納税は体のいい『税金を減額し

えていきます。そうすると交付税が減ります。

たショッピング』だ。今の時代は、物を買うのに税金

景気が良くなるようにいくら釧路市が頑張って努力し

を安くしてもらって、全国の特産品を買うショッピン

たところで、実際に市に入ってくるお金は変わらない

グの構図になっている。市も全力でやるべきだ」とお

ことになってしまいます。それを知っている市の職員

伝えしていたところ、お尻に火がつく一件がありまし

は、「われわれが頑張っても収入は変わらないじゃな

た。

いか」となってしまうのです。この仕組み自体が、市

弟子屈町が昨年、一生懸命やりました。やり方はひと

の職員の働くモチベーションにはつながらないと思っ

つだけです。ホームページの最初のページに「カニ」

ていて、制度的には難しいなと思っているところです。

と「いくら」の綺麗な絵をドンッと載せて「北海道の

「ふるさと納税とは」

ふるさと納税」それだけです。そうすると弟子屈町の

ということでまとめ

昨年納税額は 35 億円オーバーとなりましたので、
「釧

させていただきま

路市が 10 億円、今まで何をやってきたのだ」と市長

す。先ほど基準財政

もメラメラと燃え上がりました。今日、４月１日、新

需要額・423 億円と

年度になり「自治体戦略担当部長」という新しい部長

いう数字がありまし

職を新設して、その部長には「ふるさと納税を全力で

た。市の収入が増え

やれ」となりましたので、今年はふるさと納税をがっ

ると交付税が減るので結果的に収入の全体は同じと説

ちり取り組んでくれるものと思っています。

明しましたけれども、実はふるさと納税で入る分は基

最後に新聞でも紹介していただいたのですが、

準財政需要額には算定されません。ふるさと納税がい

ZOZOTOWN の前澤さんが出身の千葉県館山市に昨年

くら増えても交付税が減ることはないのです。ですか

20 億円をふるさと納税されているのです。ツイッター

ら、単純に皆さんからいただく市税が増えると、交付

上で「ふるさと納税しますよ。全国の自治体にふるさ

税が減るので市の収入は変わらないのですが、ふるさ

と納税を配ります。何かいいアイデアを募集していま

と納税を多く集めると、それだけ市の収入はどんどん

す」ということだったので、市長に相談しようと思っ

増えていきます。制度的には素晴らしく、交付税が減

たのですが市長はツイッターをやられていなくて、
「街

らない。

を思う人だったら誰でもいい」ということで、僕が勝





手に「ひがし北海道の特産品のフードパックを作って、

自治体にふるさと納税をしないでいただいて、釧路市

ふるさと納税をもっと活性化させるためのお金にした

にたくさん納税していただくことをお願い申し上げま

い」とツイッターでダイレクトメールを送りました。

して終わらせていただきます。

そうしたところ最終的に 156 の自治体の首長や議員

ご清聴いただきまして本当にありがとうございまし

さんから募集があって、「今回は審査をせずに各 500

た。

万円、ふるさと納税
をします」となって

会長謝辞

土橋

賢一副会長

釧路市にもふるさと

冒頭でお話しましたように私も蜂蜜の生産をしてお

納税をいただける流

りまして、その商品を釧路町のふるさと納税の返礼品

れになりました。昨

に使ってもらっております。わずか数本入りのセット

年の 12 月末に釧路

なのですが、高いもので５万円のセットがあります。

市も 500 万円をい

どこのどなたが買っているのかは私どもには情報が入

ただきました。

りません。きっと品物が欲しいというよりは「釧路町

僕が申し込んで、いただいたものですから、市長から

を応援したい」と思ってくださっているのだろうと

「お前がやったのだから、そのふるさと納税を拡大す

思っていましたら、先ほどの説明のように、そういう

るための新たな事業を作れ」という特命をいただきま

こともあるのだなと分かりました。厳しい時代になっ

した。今ふるさと納税の担当部署と僕でやりとりをさ

て、それぞれの街が「財源の足しに」と頑張っている

せていただいて、新年度に事業を構築してその 500

と思っていましたが、足しどころではない街があるの

万円の予算をかけてふるさと納税を拡大する取り組み

ですね。

を行いたいと思っています。

本日は年度初めの大変お忙しい中、大澤さんには「釧

駆け足になりましたけれども、ふるさと納税の釧路の

路市のふるさと納税について」と題しまして、大変興

現状、そして課題を見ていただけたのかなと思います。

味深い内容のお話を聞かせていただきましたこと感謝

返礼品にもさまざまなアイテムありますので、ご商売

申し上げます。

されている方、物じゃなくても結構、体験型とか、さ

皆さん、今一度大澤さんにお礼の拍手をお願いいたし

まざまな形で返礼品を作ることができますので、ふる

ます。

さと納税の企業として参画をいただいて、ますますふ
るさと納税を盛り上げていくこと、できましたら他の

本日のニコニコ献金
■吉田

秀俊君

■木下

正明君 「ひがし北海道」のことで新聞に取り上げて頂きました。ありがとうございます。

三月末で社長を退任し、四月から会長に就任します。引き続き宜しくお願いします。

今年度累計

434,000 円
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編集責任者

釧路ロータリークラブ会報
会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

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

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

月間テーマ

母子の健康月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「災害ボランティアに参加して」
（担当：社会奉仕委員会）

次週例会

地区研修・協議会に参加して（担当：次年度理事会）

■ロータリーソング：
「四つのテスト」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：前田

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

秀幸君

96 名

■ビジター

なし

■ゲスト

災害支援くしろネットワーク 佐々木 隆哉様、 同 山本 真吾様

会長の時間

土橋

賢一副会長
久しぶりのお食

のお二人が災害ボランティアの話をしてくださいま
す。活動内容をネットで拝見させていただきましたら、

事ですので、噛み

東日本大震災支援くしろネットワークの女性班とし

しめてゆっくりお

て、当クラブの吉田潤司ガバナーの奥様・敦子様の活

召し上がりくださ

動報告の記事が出ておりました。2011 年５月に岩手

い。

県釜石市地区へボランティアで行った時の報告でし

昨年 12 月に北海道

た。

が発令したコロナ

実は、私も 2011 年５月に三陸沿岸に行ってまいりま

の集中対策に併せて休会になってから２月 18 日に例

した。その時のことが脳裏に甦ってきました。その時

会を再開するまでの約２カ月、そして例会を再開して

の話を少々させていただきます。

から本日までの約２カ月、合計４カ月間にわたって皆

当時、港が壊れて直接現地へ行く手段がない中で、

さんにご不便をおかけし、大変心苦しく思っておりま

友だちと私の２人で小樽から新潟港に上がりました。

す。３月に皆さんにお願いをしました例会のスタイル、

そこに東電の柏崎刈羽原発がありますけれども、そこ

スクール方式で短時間、食事はなしで弁当をお持ち帰

の展示施設を見てまいりました。

りいただく、このことを次の理事会までやらせてほし

原子炉のポットのような物の断面を展示していて、世

いとした期限が先週でした。先週の例会の後、理事会

の中にある鉄筋で一番太いものが 51 ㎜、５㎝位の直

を開き話し合いました。大方の意見は「本来であれば、

径があるのですが、それがこのポットの周りにたくさ

まだ早いだろう。しかしながら本当はみんなで食事を

ん組んであります。その他に１ｍも２ｍもコンクリー

とりながら例会をやりたい」が本音であります。

トが打ってある施設です。それがあの時、吹き飛んで

大阪と東京での感染者が急増しておりますが、いま釧

しまったのです。ですから、施設が吹っ飛ぶくらいす

路では落ち着いているようです。引き続き感染対策を

ごかったのだと思ったのです。

講じながら、静かに例会を進めてまいりたいと思いま

東電の施設ですから、ここの職員の皆さんが東電の社

す。また、これからの状況次第では、再度変更が余儀

員です。すごく申し訳なさそうに展示施設の中で働い

なくなった場合には皆さんのご理解ご協力をお願いし

ていて、どこかのおばちゃんが「頑張ってね」と声を

たいと思っております。

かけていたことが印象に残っております。

また、本日の例会は『災害支援くしろネットワーク』

その後、僕は仙台から北上しました。友だちの知り





合いの・知り合いの知り合いが陸前高田にいるという

ていました。でも、石垣も蔵もまだ手付かずの状態で、

ことでした。テレビを見て、自分が生きている間にも

蔵なんて１本の柱だけでブラブラしている状態。早く

う一度あのようなことが起こるかもと思って、絶対自

土で埋めないと横転しそうな状態でした。その夜、居

分の目で見ておきたいという衝動に駆られて、ワゴン

酒屋で話を聞くと、
「大天守・小天守は熊本の顔だか

車にできるだけたくさん物資を詰めて行ってきまし

ら直さなければならない。その次は、自分たちの民家

た。途中、三陸海岸ですからリアス式の海岸、このあ

だ。お城ばかり直してられない」
と居酒屋の店主が言っ

たりでは羅臼みたいな所だと思います。山を上がって

ていました。日本中、北は北海道から災害列島という

下りると街がある。また山を上がって下りると街があ

くらい災害が起きております。

る、そんな所です。山を上がった所に枯れている川が

少々時間が長くなりました。この後は、佐々木さんた

ありますが相当山奥で、そこまでゴミが流れて来てい

ちのお話を聞かせていただきます。

ます。こんな所まで津波が来たのか、と思いました。

ありがとうございました。

山を下りると、はるか何キロも向こうに街が見えるの
です。その間には家がきれいに流されてしまって、基
礎だけが残っているからすごく見通しが良くて、
「こ
んなこと起こるのだな」とゾッとしました。

幹事報告

荒井

剛幹事

２点ございます。１点目ですが、毎年行われており
ました分区の「飲酒運転撲滅及び交通事故防止キャン

また、ある街では、鉄筋コンクリートの病院だと思

ペーンパークゴルフ大会及びロータリアンマスターズ

いますけれども、４・５階の窓が抜けていました。泳

ゴルフ大会」ですが、今年度はコロナウイルス感染症

げてもおそらく助からないでしょうが、あんなところ

の影響を受けまして中止、という連絡がございました。

まで水が上がるのだとびっくりしました。その時、自

もう１点です。先週理事会が行われましたが、議事

衛隊の方が活動をしていて、僕らが車を降りて近づく

録が後方のホワイトボードに掲載されておりますので

と活動を止めています。ご遺体を探していると思うの

ご確認のほどよろしくお願いします。以上です。

ですけれど、そういうところは見せられないと活動を
止めてしまいます。ですから僕らが迷惑になっている
と思い、すぐ車に帰りましたけれど、こういう活動を

親睦活動委員会

佐藤

貴之委員長

親睦委員会の佐藤です。本日お越しの山本様ですが、

されている自衛隊の方々に頭が下がる思いがしまし

私の中学校の時の先生です。私は直接教わったことは

た。

ないのですけれども、１つ下の学年の担任だったと思

陸前高田に着き、目的の人がいました。そこで物資

います。

を下ろして帰って来ました。帰る時は、陸前高田から

30 年ぶりにお会いしまして、先生に先ほどご挨拶を

北上したけれど、行けども、行けども同じ風景のガレ

したら、きちんと覚えていてくれてすごいなぁと思っ

キがすごくて、辛うじて自衛隊が架けた橋があって渡

ています。当時の緑陵中学校は、生徒が１クラス 40

ることができました。乗用車も大型トラックも家も、

名ほどで７クラスありました。学年が違うのに１人の

そのままの形で川の中にありました。
「やっぱりこの

私を覚えていてくれてとてもありがとうございます。

ようなことが起こるのだ」と。ただ、見ているうちに

本日はよろしくお願いいたします。

気持ちが悪くなってきました。友だちと「これ以上、
いくら上に行っても同じじゃないか」と言って、内陸
に入って新潟から帰って来ました。

■

本日のプログラム ■

講師例会「災害ボランティアに参加して」

その物資を届けた方からはその後全く何の連絡もあり
ませんでした。お礼がほしくて行ったわけではないの

社会奉仕委員会

委員長

吉田

英一会員

ですが、気になって。そのうち忘れていました。秋に

皆さん、こんに

なって友だちのところにハガキが１枚届きました。
「実

ちは。今年度の社

は、あの後、家内が自殺をした。それで絶望してしまっ

会奉仕委員会とし

てお礼が遅くなりました」
。せっかく救われた命です

ては、一般の方々

けれど、亡くなった方もいるでしょうし、あの街を見

を巻き込んだ活動

た時に「元には戻らない」と奥さんは思ったのではな

をすることによっ

いかと。そのくらいひどい状況でしたので、それを聞

て、
『超我の奉仕』

いてすごくショックでした。それが東日本大震災でし

をさらに明確にする考え方で委員会方針を掲げさせて

た。

いただきました。

私は３年くらい前に、同じ友だちと九州を縦断して

僕は「超我の精神とはどういう意味ですか」とロー

行った熊本も被災しているのです。熊本城では、すご

タリアンの先輩にお聞きしました。その答えが人それ

い仕掛けで大天守・小天守という天守閣の２つを直し

ぞれ違ったわけです。中には「俺に聞かないでくれ」





と言った方もいらっしゃいましたけれども、それぞれ

は後方支援をしていただこう」
、そんなシステムをつ

皆さんが思う超我の奉仕は違うかと思います。

くりました。釧路クラブの中にも、われわれの会にご

今日は、その超我の奉仕とはどのようなものなのかを

協力をいただいた方々も多数いらっしゃいますし、参

さらに明確にするためにふさわしい二人に講師をお願

加していただいた方もいらっしゃいます。本当にあり

いさせていただきました。

がとうございました。

３・１１からちょうど 10 年が経ち、４月 13 日に行

５月に新聞で募集をかけたのですが、その時に副代表

動を起こした『災害支援くしろネットワーク』の佐々

をしております山本先生や吉田潤司様の奥様・敦子さ

木隆哉代表と山本真吾副代表に今日は時間の許す限り

んが一緒に行かれています。それが、後に『くしろ子

講演をしていただきます。

ども未来塾』となって釧路で活動をされております。

その講演を聞いた上で、超我の奉仕とはなにかを感じ

われわれもちょうど 10 年経ちまして、くしろ子ども

とっていただければ幸いでございます。本日は、短い

未来塾もちょうど 10 年目と。その中で『９４６５３

お時間ですけれども皆さんよろしくお願いいたしま

０（釧路ゴミゼロ）の会』もわれわれの会の中からで

す。ありがとうございます。

きあがって現在に至っております。
この後、山本先生から活動内容についてパワーポイン

災害支援くしろネットワーク
世話人代表

トを使ってご説明をさせていただきたいと思います。

佐々木隆哉様
皆さん、こんにち
は。ご紹介いただき

短い時間ですが、最後までどうぞよろしくお願いしま
す。
ありがとうございます。

ました災害支援くし
ろネットワークの代

災害支援くしろネットワーク

表をしております
佐々木と申します。

世話人副代表

山本

真吾様

山本でございます。本日はよろしくお願いいたしま

本日、短い時間です

す。

がどうぞよろしくお

佐藤君は生徒会長

願い申し上げます。

でした。当時は

冒頭に「どうしてこの会を設立したのか」という経緯

900 人ぐらいの生

をお話させていただければと思います。

徒がいました。そ

岩手県下閉伊郡山田町という所に僕の友達がおりまし

の中の生徒会長は

て、震災後、全然連絡が取れなかったのですが、10

なかなかのもので、

日ぐらい経ったころに知らない電話番号から連絡が来

とても話が上手で、

たのでびっくりしました。

人を引きつける力がありましたので、現在の経営者と

「家も車も携帯も全部流れてしまった。でも自分は生
きている。建てたばかりの新築の家が流されて、もと

して成功されることも、その頃からそのような才能が
あったと思っております。

もと住んでいた山の上にあった古い家に戻った」とい
う話を聞きました。
「避難所に行けばいろいろな物資
をいただけるのですが、家に避難をしていると物資が

冒頭ですけれども、このような映像がございます。
これは国土交通省で作られたものです。

なかなか届かない」という話も聞いたのです。電話が
終わった後に、僕の知り合いに「何とかして東北に支

（ＤＶＤ上映）

援に行きたい。その友達にも会いたい。もしボランティ
アできるならしたい」という思いを話し、いろいろな

（山本様の説明） もちろんこれはＣＧです。ただ東日

人にご相談をしました。３月末ころから活動をして、

本大震災並の津波が来たらこのような状況になるとい

僕たちが行って迷惑がかからないように、自分たちが

うシミュレーションです。

泊まる所、車、レンタカーや、ガソリンがきちんと手

2011 年３月 11 日、この後、私は毎日テレビを見て

配できるかなどを全部計算した上で、最初に岩手県の

泣いておりました。皆さんも多分そうだったのではな

遠野町に行きました。そこでボランティア活動をさせ

いかと思います。

ていただき、４泊５日で釧路に帰って来たわけです。

「自分もボランティアに行きたい」
、ところが、どうやっ

さきほど土橋副会長も言っていたとおり、本当に目に

ていいのか全く分からないでいました。思いはありま

あまる悲惨な光景を目の当たりにして来たので「１人

したが全く行動ができずにいました。その時に新聞で

でも多くの方に行ってもらえないか」と考えました。

ボランティアを募集していることを知り、早速応募を

そして「行ける人には行ってもらおう。行けない人に

させていただきました。





この時、素直に思ったことは、自分１人が行こうと思っ

が起きたのです。これは船が横転して海に重油が流れ

ている時に、
「何人かを連れて行くことを考えている

出る。津波が電柱をなぎ倒して電線を引きちぎり、そ

人がいる」と。こ

の火花が重油に移って、燃えた津波がどんどん迫って

れは本当に衝撃で

来る。火事も一緒に重なって、このような色になって

した。出発点から

しまいました。

自分と考えが違う

これは、皆さんよくご覧になった看板だと思います。

人がいるのだと思

上の方を拡大しますと、確実にこの高さまで津波が来

いました。

ていたということです。ガソリンスタンドの支柱がね

これが災害支援

じ曲がっております。これは有名な写真で、約 200

くしろネットワークです。システムとしては、先ほど

トンの船が５ｍの防潮堤を乗り超えて来て、津波が引

佐々木代表が言ったとおり「思いと時間と体力はある

いた後、民宿の上にそのまま乗って微妙なバランスを

けれど、お金がない人」
、それから「思いとお金はあ

保ちながら残っていたのです、これも既に撤去して、

るけれど、時間と体力がない人」お年寄りですね、こ

ありません。

のような人がいます。費用を補助してボランティアに

最初にボランティアに入ったのはこのホテルで、これ

行ってもらおう。いただいた寄付でボランティアを派

はホテルのロビーです。初めて分かったことは、津波

遣しよう。これを「マッチング」と言いますが、こう

が入ってしまうと天井が全部剥がされてしまうことで

してできた会が「災害支援くしろネットワーク」です。

す。天井という天井が全部剥がされて、上の骨組が見

当時、このような３人の方が中心となって活動を始め

える状態になります。そしてこのような作業をひたす

ました。
「悪い顔選手権」に出て来そうな顔ですけれ

ら繰り返して、ガレキを少しずつ少しずつ運び出すい

ども、熱い思いで、ずっとその後は行動を共にさせて

つ終わるともしれない仕事です。

いただきました。

岩手の活動が終わり宮城県に移ったころに、バスで行

というのは、
自分は「１回行って終わり」くらいに思っ

くことになりました。この時にまた佐々木代表がハッ

ていましたが、特に佐々木代表がハッキリとおっしゃ

キリと目標を打ち出しました。
「人材育成をする事業」

られたことは「何人送る」
、
「長いスパーンを考えて、

と謳い、若者を募るようになりました。この時に参加

10 年やる」と。その時に私も 10 年行けるかどうか

するようになった大学生・高校生に佐々木代表が繰り

分からないけれども、多少なりともお手伝いをさせて

返し・繰り返し言っていた言葉が「ボランティアは、

いただこうと考えて、10 年が経ってしまいました。

させていただく」です。
「私たちは助けに行っている。

災害の内容ですけれども、10 年間をザックリまと

ボランティアに行っているというより、あの未曾有の

めますと、最初に行ったのは岩手県で、ひたすらガレ

災害の中で人材を育成する機会をいただいている。そ

キを片付ける作業です。岩手県が落ち着いてきたらボ

うすることにより、いつしか釧路に同じような災害が

ランティアの仕事（ニーズ）がなくなり、宮城県の方

来た時にボランティアを行う仕組をつくる人材を育て

へ行きました。この頃になると「復旧支援」と言いま

ることができる。ですから。させていただいているの

すが、ザックリ言ってしまうと遺骨を見つける作業に

だ」とおっしゃっていました。

なります。この時から高校生や大学生がようやく参加

このようにバスで

をしてくれるようになりました。というのは、岩手の

行くようになりま

ころはあまりにも危険すぎて、子どもが「行きたい」

したら、代表自ら

と言っても保護者が「行かせない」という状況でした。

がバスを運転して

２年目・３年目ぐらいになってようやく「行きたい」

行くのです。バス

という子どもたちは保護者から許しを得て参加するよ

の中では、いろい

うになりました。

ろな資料などを見

この時から「人材育成」や「教育支援プログラム」と

せるのです。いつ

いう形でボランティアを進めてまいりました。宮城県

も見せる映像、これは気仙沼市の階上中学校の震災後

のニーズがなくなってきたら最後は福島県です。こち

１週間ぐらいのころの卒業式での卒業生代表の答辞で

らは、原発の影響でお家に帰れない人がようやく家に

す。卒業式を行っていた体育館は避難所にもなってお

帰れるのだけれども、荒れ放題になっている家を掃除

ります。ですから避難をしている方がいる中での卒業

する支援になりました。ですから生活支援、そして引

式の答辞です。

き続き人材育成として活動をしていました。
最初の頃の岩手県です。これは吉田潤司さんの奥様

（ＤＶＤ）
（映像の音声）

と一緒に行った時です。これは小学校ですけれども３

卒業生答辞 「
『階上中学校といえば防災教育』と言わ

階まで津波が来ています。茶色になっている所は火事

れ、内外から高く評価され、十分な訓練もしていた私





たちでした。しかし自然の猛威の前には、人間の力は

利用ができるような環境になればと思いました」

あまりにも無力で、私たちから大切なものを容赦なく
奪っていきました。天が与えた試練と言うには惨すぎ

（山本様の説明） これが、陸前高田の海岸で行われて

るものでした。辛くて、悔しくてたまりません。しか

いる作業です。これは何をするかと言いますと、砂を

し、苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え、助け合っ

ただひたすら午前中いっぱいフルイをかけます。その

て生きていくことがこれからの私たちの使命です」

中に骨のようなものがないか、ということなのです。

（
「大変だな」
）

ここは既に防潮堤が建てられています。防潮堤が建て
られる前に行方不明のご家族が「多分ここにいるかも

このような映像を見せるとやっぱり高校生・大学生

しれないから探してくれ」と。ところが、警察や消防

は変わります。働き方が全く変わります。そして、ボ

や自衛隊がこのような作業をする時期は終わっていま

ランティアを始める前に必ず行っていたことは、黙祷

すので、まさしくボランティアにしかできない作業で

を捧げることです。

す。非常に単純な作業なのですけれども、なぜ行うの

下の方の緑のビブスを着ている所は福島県で、海も見

かを説明すると、高校生・大学生はひたすら、本当に

えない所です。けれども海の方向に向かって必ず黙祷

ひたすら、休憩も惜しむようにして砂をフルイ続けま

を捧げることを繰り返し行っておりました。それから

す。

作業に入ります。その作業の様子をまとめた映像をご

でも、このように笑っていますけれども、後になって

覧ください。

から「でもね、
ここに人の骨があるかもしれないと思っ
たら本当は怖くて

（ＤＶＤ）
（映像の音声）

震えていたんだ」

「93 名の方が亡くなられた場所になります」
「せーの」

と言っていました。

「来た、来た」

このようにして、
死者が出るのです

（山本様の説明） これは、基本的に掃除をしています。

けれども、どこか

実は遺骨捜査でもあります。このころになると、完全

で見つかった骨が

な遺体として残っているのではなく骨片ですね。人間

ＤＭＡ鑑定の結果、遺体だったことから、行方不明者

の骨なのか動物の骨なのかも分からない。ですから骨

が減り、死者が増えていく、という作業をボランティ

のようなものを見つけたら警察に届ける。そういった

アが行っています。終わりましたらこのように高校生

作業の一環の中です。

は感想を言います。
舞台は、福島に移ります。福島になったら原発の被

（ＤＶＤ）
（映像の音声）

害なので、ガレキを片付ける作業はもうなくなり、こ

「まだまだ津波が来たということを実際に自分が想像

のようにお話を聞く、もうこれだけでもすごく喜びま

できないと感じました。でも、ここに本当に人が住ん

す。街には、若い人は戻って来ていません。お年寄り

でいて、３月 11 日に亡くなった人がいることを感じ

ばかり戻って来ていますので、若い人が歩いている、

ながら、いろいろなものを掃除していました。また来

自転車でいる、もうそれだけで喜んで声をかけてきま

年訪れてみて、自分がどのような感想を抱くのかを感

す。

じたいと思いました」

これは「中に入って少し話を聞いていかないかい」と、

「今回のようにガレキやタイヤを退かせたりやゴミを

お邪魔をしたところです。このように体育館でお話を

除去したり、そのような活動は初めてだったのでやっ

聞いて一緒に卓球もしました。最後に分かれる時、高

ぱり行って良かった」

校生が泣いてしまって抱き合って別れを惜しむ。わず

「今日は海岸で作業をして、砂の中を探した時にヒビ
の入ったゴルフボールが出て来た。それを聞いた時に、

か２時間くらいの時間でもこのような光景を見ること
ができました。

多分震災の時に流されたゴルフボールじゃないかと言

これは、原発の被害で避難をしたお家ですけれども、

われて、そのようなゴルフボール１つでも、ゴルフが

実は家を片付けて撤去をする。壊す。その時の片付け、

好きな人だったら思い出にもなるし、そのような物を

分別の作業をしております。この家はお爺ちゃんが５

もっとこれからも探して本人の元に返せたら良いと思

年ぶりに帰って来たのです。帰って来て家を片付けて

いました」

いる夜に１人で亡くなっていたのです。朝になって、

「今日は駅付近での清掃活動を行いました。使われて

息子さんが来たらお父さんが倒れていた。
「いろいろ

いた駅がいまは使われなくなった様子を見てすごく

考えたけれども、やっぱりこの家を壊すことにします」

ショッキングに思いました。僕たちの活動が積み重

ということに。

なって市民の皆さんから恐怖の思いが消えたり、また





（ＤＶＤ）
（映像音声）

ろでこの活動の芽が広がっています。

高校生・大学生ボランティア作業「それさー・・・」
「多

昨年はコロナの影響で行けませんでした。またいつか

分・・・」

遠くの地に行って、少しでも何かお役に立てればいい
なと思っております。

（山本様の説明） 壊す家ですけれども、このように一
生懸命掃除をします。本当にきれいに、きれいに片付

残り時間がわずかになりました。では、佐々木代表、
締めをお願いいたします。

けます。この家は壊してしまうと分かっていても掃除
をします。

災害支援くしろネットワーク

ある「一言」を言うと、高校生が格段に違う動きで働

世話人代表

きます。これも佐々木代表がバスで説明をします。
「こ

佐々木隆哉様

皆さん、これを読んでみてください。
「できる人が、

れから家のお葬式をします。亡くなった方も最後には

できる時に、
できることをする」これは僕が最初に「行

骨に帰られる。だけど死化粧をして、きちんと身支度

ける人が行こう。行けない人は後方支援をしていただ

を整えます。壊される家だけど、きれいに掃除をして

こう」
、このスローガンを南相馬のボランティアセン

この家に長く住んでいて亡くなった方の思いに応えよ

ターに掲げられていて、
「ああ、まさしくこれだ」と

う」と言うと、本当によく働いてピカピカにきれいに

思いました。

してボランティアを終えておりました。

東北のみならず、本当にわれわれいろいろなところに

最初は、
『東日本大震災支援くしろネットワーク』と

ボランティア活動をさせていただきに行きました。災

言っていたのですが、佐々木代表が「名前はやっぱり

害は起きてほしくはありませんが、起きた時にいち早

『災害支援くしろネットワーク』にしよう。東日本大
震災意外に大きな災害がこれから起きるかもしれない

く行動ができるような会にこれからも育って、そして
続けていきたいと思います。

から、災害の時には東北に限らず出かけて行こう」と
してこの名前にしました。

本日は、貴重なお時間を誠にありがとうございまし
た。

この時、私は「そんなに大きな災害が起きるのか」と
思ったのですが、ご存じのとおり続々と起きているこ
とで、私たちは熊本にも行ってまいりました。それか

佐々木代表、山本先生、本日は大変ありがとうござ

ら茨城県鬼怒川の災害・洪水にも行ってまいりました。

いました。10 年の長きにわたりボランティア活動を

南富良野にも行ってまいりました。これは当時の南富

続けることは大変ご苦労もあったかと思います。その

良野町長とお話をしているところです。それから安平

長きにわたるボランティア活動に敬意を表しまして、

町にも行ってまいりました。

お礼のご挨拶といたします。

災害支援くしろネットワークのマークです。これは手

本日は大変ありがとうございました。

のひらに『芽』があります。これは秀逸なマークだと
いまになって思っております。この芽が違うところに
も広がり、先ほどお話しいただいた『くしろ子ども未
来塾』ができ、ごみ拾いの活動など、いろいろなとこ

本日のニコニコ献金
■吉田

潤司君

息子と娘に子供ができ、孫が４人になりました。子供達は新たな道をスタートです。
家内はライフワークに頑張ってます。

■高橋

徹次君

ここ数年の目標だった還暦までにスキー検定一級合格、最後のテストで無事合格しました。
今年度累計

441,000 円
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第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

母子の健康月間
ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：次年度理事）
本日のプログラム 「地区研修・協議会に参加して」
会員卓話「釧路駅開業 120 周年を迎えて」
（担当：プログラム委員会）

次週例会

■ロータリーソング：
「我等の生業」
■会員数

■ソングリーダー：吉岡

央君

96 名

■ビジター なし
■ゲスト

なし

会長の時間

土橋

賢一副会長

せつかっております

皆さん、こんにち

市橋と申します。本

は。どうぞお食事を

日はどうぞよろしく

お続けください。本

お願い申し上げま

日は日曜日にオンラ

す。

インで行われた地区

先日、地区研修協議

研修協議会につい

会が開催されまし

て、次年度の理事・

た。今までは『ＰＥＴＳ』と『地区研修協議会』を１

委員長の方々がこれから発表していただけることに

日で開催されていたものが、最近は２日間に分けてい

なっています。私はここに立っているのが恥ずかしい

ます。まず次年度に関して２月 28 日に ZOOM で『Ｐ

のですが、次年度の皆さんは流暢な日本語でお話して

ＥＴＳ』が開催されました。これは事務局にて

くれることと思いますので、どうぞ皆さん安心してお

ZOOM で杉村会長エレクト、私、青山事務局員の３

話を聞いていただきたいと思います。

名で参加させていただきました。

本日はよろしくお願いいたします。

先週の日曜日には、
『地区研修協議会』が ZOOM で開
催されました。こちらは分科会などのからみで２日間

幹事報告

荒井

剛幹事

幹事報告は１点です。後ろにある受け箱に『ロータ

に分けて、日曜日には午前中に本会議、午後からは第
１から第５までの分科会。そして今週の月曜日に第６、

リーの友４月号』が入っております。お受け取りにな

第７の分科会が開催されております。

られていない方は、お受け取りになっていただければ

地区研修協議会は登録ベースで 26 名と大勢の皆さま

と思います。以上です。

方にご参加いただきましたことを心より感謝を申し上
げます。また 2500 地区からは小船井パストガバナー、

■

本日のプログラム ■

地区研修・協議会に参加して

吉田パストガバナー、そして委員長で出向される荒井
委員長、委員の木下さん等々が 2500 地区の立場で頑
張っていましたことをご報告申し上げます。

市橋多佳丞次年度幹事予定者
皆さま、改めましてこんにちは。次年度の幹事を仰

これからは、当日参加いただきました皆さまにスピー
チをいただきますけども、おひとり５分から３分程度





の時間でスピーチいただければと思っております。

マを掲げていただきまして、
「奉仕とは、自分が地上

ZOOM 開催で、道中のお話とかを皆さまにご提示で

の空間に占める家賃である」と言っていただいており

きないのが残念ですけれども、研修協議会を受けて来

ます。
「丁寧に奉仕することによって、誰かの人生、

年への意気込みをお話いただければと思います。

自分の人生、そして社会を豊かにして行ける」と説明

まず、トップバッターとして杉村会長エレクト、よろ

されておりました。また、今 120 万人ほどいる全世

しくお願い申し上げます。

界のロータリーメンバーを、
「Each One, Bring One」
という言葉を使って「みんなが１人のメンバーを増や

杉村

荘平会長エレクト

すことによって、130 万人にチャレンジしよう」と
皆さん、こんにち

お話されておりました。

は。なるべく流暢な

続きまして、次年度の漆崎ガバナーは、テーマで『ロー

日本語でお話をしよ

タリーの素晴らしさを広めましょう』というガバナー

うとは思っておりま

方針を出していただいて、
「親睦と持続可能な奉仕の

す。ここに立つ会長

推進」を地区方針に掲げていただいております。

のあるべき姿とし

二人ともシンプルな分かりやすい、ロータリーの原点

て、僕は暗記するの

である『奉仕』を前面に押し出したテーマですから、

がいいのか、見た方がいいのか、迷いに迷って少し暗

僕もとても共感を持ちながら僕の方針とすごく共通点

記したつもりですが、たぶん途中で駄目になると思い

があると聞かせていただきました。

ますから、ご容赦いただければと思います。

続きましての本会議で、地区規則手続き委員会の小船

４月 11 日、12 日、地区研修協議会が開催され、そ

井委員長からお話がありました。前回、釧路の例会で

のご報告をさせていただきます。

もお話があったと思います『ＤＥＩ』
。
「多様性・公平

今、話がありましたけれども、僕のカウントでは全体

性・開放性がこれからのロータリーは大事だ」という

で 32 名、青島さんを入れて 33 名のたくさんのご出

ことです。
「ロータリーも会員の男女比率、例会に呼

席をいただいております。ありがとうございました。

ぶ講師の男女比率も重要視して行きます。もっと言っ

例年ですと、旭川や帯広にみんなで車を乗り合わせて

たら、これからガバナーの資格要件も削除していって、

楽しく出発して、夜は釧路ナイトで大いに結束を図る

基本的にはどういうメンバーでもガバナーに立候補で

のが地区研修協議会の大きなところなのですが、残念

きる仕組みを取って行きます。とにかく、より先進的

ながら２年連続で ZOOM 開催となってしまいました。

な考えをこれからＲＩは持って行きます。そういうこ

そういっても僕のわがままで、このホテルにみんなで

とでクラブもしっかりと考えていってください」と話

集まりながらスクリーンを見て、少しでも一体感を持

されていました。

ちながら次年度に進みたいということで、集まれる方

続きまして、地区研修委員長の足立パストガバナーが

には集まっていただいての開催とさせていただきまし

『ロータリー

直面する課題とその将来像』というテー

た。

マで話をされました。お話を聞いていますと「アメリ

当日は、市橋幹事、田内、得地両副幹事の設営の下、

カの大都市のクラブでは 600 名位いたクラブが 20

ここに２台の大型のスクリーンを設置していただきま

人しかメンバーがいなくなったクラブが多数出てい

した。また、椅子もスクリーン形式でコロナの準備も

る。それに伴って、いいのか悪いのか、いろんなクラ

万全に整えて、みんなで画面を見る形をとりました。

ブを存続させるために、いろんな形のロータリーの存

本当に快適に見られました。逆に例年と違って、まっ

続のさせ方が考えられている。何とかクラブ、何とか

たく外に行く所がないものですから、朝の９時半から

クラブ、何とかクラブとかと、出席しなくてもいいく

分科会の終わる４時 45 分までこもりっきりで、みん

らいのクラブがどんどん出てきている。ということで、

なで多少ストレスを抱えながらもスクリーンをじっく

ロータリーが直面している課題はいろいろあります」

り見る図式で頑張らせていただきました。

という話をされていました。

特に佐藤委員長には、
「今日は子どもの野球の送り迎

近い将来、日本でもロータリーのあり方について考え

えがあって３時間しか睡眠を取っていない」という中

て行かなければならない時が来るだろうと考えさせら

で、朝に集合して８時間も睡魔と戦って頑張っていた

れました。

だいて、感謝を申し上げている次第でございます。改

続いて、分科会については、これからたくさんの方に

めて参加いただいた方、関わっていただいた方、に御

発表していただきますので割愛させていただいて、ま

礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。

とめに入りたいと思います。

内容です。ここからは自信がないところですが、次年

去年の 4 月には僕も、４月くらいになればワクチン

度のＲＩ会長、シェカール・メーター会長は『奉仕し

もできて、今年度が始まるまでにはコロナも少し収

よう

まって、通常に近い例会運営ができるだろうと思って

みんなの人生を豊かにするために』というテー





おりました。どうやらそういう感じでもなさそうで、

るな」と思ったら、こっちは予防線を張るのですが、

僕の年度もロータリーは「コロナとにらめっこ状態」

２・３回の体験ありますので皆さんご認識のほど。

が続きそうな感じであります。

中身はロータリー活動の基本や地区テーマの確認でし

そうはいっても、このコロナからロータリーがどうい

て、いつもと違うなと思ったのはＲＩ会長のスピーチ

う風に離陸して行くのか、どういうふうに再出発して

は英会話の練習、なるべく字幕を見ないで解釈できる

行けるのか、が問われるのが次年度なのだろうと思っ

かな。インドの方で少し早口で、何か無理だったので

ております。たいへん大事な年度だと自覚させていた

す。いろんな資料を持ち帰って見たらカタカナだらけ

だいております。

で、依然として変わらないシステム。要は「地区では

僕の思うロータリーの第一歩目は、
「ちょっと忙しく

ＲＩから来た物を早く回覧せよ」ということです。

なってきたけど今日の例会、どうしようかな」と思っ

『ＤEＩ』
という言葉が出てきました。ホーマックの
「あ

た時に「無理してでもみんなの顔を見に行ってみよう」

れかな」と思って。
ＤEＩとは多様性、公平さ、開放性。

と思えるかとどうかが本当にロータリーの第一歩目な

こういうルールは、裏を返せば現実は逆なのですよ。

のだろうなと思います。改めて次年度は原点に戻って

多様性がテーマになるということは、あまりにも個性

「今日、例会に来たけど楽しかったな」
「やっぱりロー

を縛っているな。公平さの逆だから、公平ではないの

タリーはいいな」と思ってもらえるような、
ロータリー

かな。そういう状態を解放すると言ったら、
「解放する」

の一歩目を実感できる 1 年にしたいと思っておりま

の逆で、密室になっているからこういうテーマが出て

す。

くるのであって。こういうテーマや法律でもそうです

ということで、何とか無事に暗記のまま終わらせてい

が、私はへそ曲がりですから裏を見るので、禁止され

ただきました。とにかく２日間ありがとうございまし

たらその裏が現実だと解釈します。

た。今年度はまだ終わっていないですが、次年度もぜ

それとＲＩ会長のテーマにすごく「女性」と「若者」

ひご協力いただきながら頑張って行きたいと思いま

が出てくるのです。これは「男を当てにしていない」

す。よろしくお願いいたします。

というのが変わっていますね。しまいに、女性にはっ
きり門戸を解放しよう。こういう経緯で来ているわけ

滝越

康雄会長ノミニー

こんにちは。

ですから、別に拒否はしていないのですけどね。ひど
い時には最後にＲＩのゾーンの会合の講演者、壇上の

ちょっと手違いとい

方ですが「同一のジェンダーでないこと。男を６割以

うか、今日は最初に

下にせよ」ということで、あとは女性の講師を見つけ

真打が出ちゃいまし

てきなさい。いろんなパーセンテージが出ている、と

た。私もスピーチを

いうことはＲＩの焦り。そろそろ危機になって来てい

用意して来たけれど

るかなというのが、ザーとの感じです。

も、話の枠も３つ４

ずっと見てきましたが、実感としてロータリーはすご

つ書いたのですが２つがボツ、重なっていて喋ること

くスマートなのです。この部屋ではスマートだけど、

あまりないのです。

一歩外に出たらこんな修羅場みたいな世の中になって

私の参加目的は次々年度の資料確保ということで。来

いるので、そのギャップが激しい感じがします。本当

年度は理事さんが若くて年代層が違い過ぎて老害だと

に世間はもっと厳しいから「会員を集めれ」と言うと、

は分かりきっているのですが、少し立ち遅れたような

よほど工夫して行かないと。

感じで参加してきました。

そして、私も再来年、受けますけども、例えて言うな

遠慮もあって一番隅の方で参加して、タブレットで撮

らば、プログラムを組まなければならないのですが技

影したのです。が、後で見たら席が一番後ろだったか

術の得意な人がいないと組めない。そういう面をもう

ら、全部に市橋幹事予定者と甲賀委員長の輪郭が入っ

少し考えて工夫していく余地がいっぱいあると思いま

ていて、しかも下の部分は大事な詳細なのです。何回

した。

も撮り直したのだけれど、全部に入っているのです。

この後、懇親会あってもあまりお酒は得意じゃないで

そういう取材をしました。

すが、私の年度もジワジワと来てエンジンをかけよう

その後、これは浅川副会長予定者の戦略なのですけど

と思ってもまだ早いので、ただ、頭の中の意識もしく

も、そっと来て、気付いたら目の前に立っているので

は行動では月月火水木金金と、毎日をロータリーのこ

す。前も、委員長の時もそうだったのですが中国の潜

とを考えながらいます。ほぼ悩みに近くなってきます

水艦のごとく、気付いたら目の前にいて「15 日は空

ので、私の年度は次年度ですけども、次々年度じゃな

いていますか」と、
「ええ、いますよ」と言ったら「ス

いのでよろしくお願いいたします。以上です。

ピーチ、決まり」で逃げる。なんとこの人の戦略はす
ごいのですよ。本当に「いつ来たの」という感じで。
「来





小野寺

俊奉仕プロジェクト委員長予定者
皆さん、こんにち

が持っている形になるのですが、そのため本会議と第
１分科会、月曜日の第６分科会と、２日に亘ってロー

は。次年度奉仕プロ

タリーライフを過ごさせていただきました。

ジェクト委員長を仰

最初に小野寺君の話で気になったのは、そのインドの

せつかることになり

ガバナーの話だったのですが、それも電波の関係なの

ました小野寺でござ

かクルクル状態が続いて、よく聞き取れず理解できな

います。改めまして

い部分もありました。僕も何となく立派だな、後ろで

よろしくお願いたし

変わるのもすごいな、と思いながら見ました。

ます。

漆崎ガバナーのところも ZOOM は会社を利用して配

７分区の他のクラブはほぼ個人で、リモートで地区協

信されていて、止まったりすることもあったのですが

議会に参加したようですが、杉村エレクトの英断に

何とか２日間、中身を聞きました。

よって「キャッスルホテルの会場に集まって、みんな

中身に関しては会長エレクトと滝越さんがお話になっ

で参加しましょう」とやっていただいたことに感謝し

たように「多様性」という言葉が頭に残りました。

ます。たぶん、
「個人の自宅・職場でパソコン開いて

そんな中で話ができたのは、
例えばうちのクラブの『奥

参加してください」となっていたら、私なんかは不真

さま誕生祝い』はどうなる、と。もしかしたら女性会

面目なのでログインはしているけど、その席にはいな

員が入って、旦那さんがいれば『パートナー誕生祝い』

かったなと思いました。当日ホテルに行き、メンバー

みたいなことも考慮しなければ、という話をしました。

の皆さんと雑談を交えながら参加できたことは良かっ

会長エレクトは「来年はしないよ」と断言されました

たなと思います。

ので、そうなるだろうと思います。

奉仕関連の分科会に参加しました。例年のごとく、地

プログラムの件や講師の件で一番難しい委員長です。

区計画書に書いている内容をただ踏襲しているだけ

歳は理事の中でも上の方になりましたが、ロータリー

で、参加していない方も読んでいただければ次年度の

歴は甘いので何とか務めさせていただきたいと思って

方向性は十分に分かると思っています。

おりますのでご協力お願いします。

これを言ったらタブーになるかなと思うのですが、今

エレクトは言わなかったのですが、来年は創立 85 周

回の参加で思ったのが、
ＲＩ会長のゴージャスでお金

年で「こんなことやりたい」と多彩に仰せつかってお

が何万ドルもかかっているような演出の基調講演映像

ります。やって行けるかどうか分からないですが、い

が流れたのです。個人的には身内向け・会員向けのメッ

ろんなところで皆さんにお願いすることが多々出てく

セージ映像ならば、そんなところにお金をかけるより

ると思います。よろしくお願いいたします。以上です。

も、それを何かの奉仕に使った方がロータリーとして
有意義ではないかと思いました。

横田

英喜クラブ会報雑誌委員長予定者

ああいうのを見ると興ざめかな。われわれの年会費の

次年度クラブ会報

中からＲＩに拠出金として払っているのでしょうけど

雑誌委員会の委員長

も、何かその一部がああいった演出に消費されている

を仰せつかりました

と思うと、ちょっと複雑な気分になって。それが今回

横田英喜と申しま

の地区協議会の主たる感想になってしまいますけど

す。

も。

地区研修協議会、名

われわれ釧路クラブはそういった見栄えだけを、かっ

前すらはっきり覚え

こつけをしないで、次年度の杉村年度はきっと実直に

ていなくて。自分は帯広で地区大会があった時に初め

進めてくれると思います。

て参加させていただいて、朝一の分科会からの参加

また、それに微力ながら私もご協力して行きたいと

だったので朝早く池田かずみさんと一緒に釧路を出

思っておりますので今後ともよろしくお願いいたしま

て、行く途中はいろいろ話をして楽しかったです。当

す。ありがとうございました。

日の分科会ではどんなことを話すのだろうと思ってい
たら、
「寝ていてもいいからね」と言われて、あまり

中島

徳政クラブ運営委員長予定者
次年度クラブ運営

記憶になかったので、真面目に受けたのが今回初めて
ですので、名前も含めてうろ覚えもあるので紙を用意

委員長を仰せつかる

させていただきました。

予定になっておりま

杉村会長エレクトが仰っていた部分で、小船井パスト

す中島です。私は
「出

ガバナーは当クラブの例会でも「多様性の部分で女性

席」と「プログラム」

会員を増やす」と仰っていたとおりです。釧路の例会

と「親睦」を委員会

でも自分は副幹事として例会の案内を出していた時の





『奥さま誕生祝い』の件は影響してくると思っていた

の中でＲＬＩ
（ロータリー・リーダーシップ研究会）

ので、同じような思いを持っていた中島委員長に共感

の方式を取り入れてディスカッション形式で行ったの

しました。

ですけれども、ディスカッションリーダーの旭川西の

今回の分科会については、月曜日の夜６時から７時半

廣岡さんが話を振るのがとても上手で、それに引き付

まででしたので、自分は仕事の出張先で聞いていたの

けられるように他の５名のパネリストが話をする感じ

です。そこでは荒井幹事と木下パスト会長がパネリス

で、まったく ZOOM 感がない、まさにリアルタイム

トとして参加されていて、木下さんはいつもどおりの

でその場で聞いているような、まるで田原総一朗の深

生き生きした回答をしていて元気そうだなと思ってい

夜の番組を見ているような臨場感を感じました。

ました。ZOOM で開催だったので荒井さんがお疲れ

そのような中でふたつのテーマですけれども、
「例会

の感じだったので大丈夫かなと。顔色も良くないなと

に休まず出席することの重要性」では、
どなたかが「コ

思いながら、カメラを見てニコニコするのもどうかと

ロナ前であれば毎週当たり前のように例会に参加し

思って、心配しながら聞いていました。

て、そこで仲間たちの顔を見ることができた。このコ

分科会の中で荒井さんが、
「例会を休まずに出席する

ロナになっての１年間は例会が開けない期間も長くあ

にはどうしたらいいか。休眠会員を減らすにはどうし

り、今まで当たり前のように会っていたメンバーにど

たらいいか」を話された時に、
『釧路の情報集会』の

うして会えないのだろう。あいつは元気かなと、とて

話をされて、
「釧路は歴史と伝統がある中で、情報集

もとても気になって仕方がなかった」と、心境を話さ

会は休眠会員をなくす方向でも意味がある」ことを紹

れました。

介されていて、それを実行している他のクラブもあっ

ここまでの心境になれるのが、例会に休まず出席した

たことを理解できて、釧路クラブは素晴らしいなと実

成果なのかなと思っています。私も休みがち、全く出

感させていただいたところです。

席していない時期が長く続きましたので、そこまでの

日曜日、このホテルでの参加の時も、自分は打ち合わ

境地に至っていないのですが、ロータリーの根本の奉

せを含めて、釧路ナイト、懇親会にあたる打ち上げに

仕と親睦をきちんと体現するためにも、まず自分自身

参加したいのですが、やっぱり顔合わせて食事して、

がその心境になれるくらい例会に出席するとともに、

真っ赤になって話をするのが親睦を深める意味で一番

次年度は親睦活動委員会で１人でも多くのメンバーの

良いなと思いました。情報集会を含めて大手を振って

皆さまがそのような気持ちになれるような設えを、と

参加できる時期が早く来ればいいなと思いながらこの

思っております。

研修会に参加させていただきました。以上となります。

分からないことばかりですけれども１年間よろしくお

ありがとうございます。

願いいたします。以上です。

瀧波 大亮親睦活動委員長予定者

佐藤

貴之青少年委員長予定者

はじめましての方

皆さん、こんにち

もいらっしゃると思

は。次年度青少年委

うのですが、次年度

員長を仰せつかりま

親睦活動委員会委員

した佐藤でございま

長をやらせていただ

す。時間もそんなに

くことになりました

ありませんので手短

滝波と申します。自

に。

他共に認める不良会員でしたが、心を入れ替えて頑張

私は青少年なので第３分科会に出席させていただきま

ろうと思いますので、ご指導・ご鞭撻をどうぞよろし

した。そこで、地区の担当に荒井さんが危機管理委員

くお願いいたします。時間もだいぶ押し迫ってきまし

長で、クラブのパワハラ、セクハラ、モラハラ、そう

たのでなるべく短めに行きたいと思います。

いう弁護士さんにふさわしい委員長をやっていまし

皆さま、お話のとおり日曜日と月曜日の分科会に参加

た。

させていただきました。月曜日は事務局にて他のメン

先ほど杉村さんも言っていましたが、私は朝早く子供

バーとともにディスカッションを聞かせていただきま

の野球の送り迎えがありまして、非常につらいウエブ、

した。

薄暗い中でしたから、ちょっと聞き逃すかなと思って

第６分科会のテーマは「あなたにとってロータリーと

いましたが、画面に荒井さんが出た途端に目が覚めま

は。そして、その目的とは」ということと、もう一つ

して、しっかり聞いておりました。次回もきちんと聞

は「例会に毎回出席することの重要性」というふたつ

いて、聞き逃さないように出席したいと思います。

のテーマでした。

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがと

今回が初めて ZOOM 会議ということで、ZOOM 会議

うございます。





市橋多佳丞次年度幹事予定者
佐藤委員長予定者、ありがとうございました。
本日、発表いただきました皆さま、誠にありがとうご
ざいました。
以上をもちまして『地区研修協議会に参加して』とい
うテーマでのスピーチを終了させていただきます。あ
りがとうございました。

本日のニコニコ献金
■得地

哉君

２週間前になりますが。またもや、北海道新聞釧路版で取り上げて頂きました。
ありがとうございます。
今年度累計

444,000 円
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第 31 回例会
（通算 3625回）

第84代会長
副 会 長
幹
事
編集責任者

釧路ロータリークラブ会報
会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』

舟木
博
土橋 賢一
荒井
剛
クラブ会報雑誌委員会

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

母子の健康月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

会員卓話「釧路駅開業 120 周年を迎えて」
（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「釧路市の水産」
（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

会長の時間

■ソングリーダー：熊谷

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

任明君

96 名

■ビジター 田中
■ゲスト

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

敏恵様（平塚湘南ロータリークラブ）

なし

土橋

賢一副会長

の 46 倍ある湖の脇を通ってモスクワまで行きます。

皆さん、こんに

その旅行が列車で７日間かかります。６泊７日の旅で

ちは。先ほど挨拶

す。あまり山がない国なので、行けども行けども平原

することを忘れま

のような所ですから、ご飯を食べるか、寝るか、本を

した。今日で 59 歳

読むか、車窓を見るか。また同じ旅行をしている人た

になったのですが、

ちと話をするか。それくらいしかやることがないので

次週に回されてし

す。

まったので、上手

１週間、列車に乗ります。これはすごく贅沢な旅だな

に話せないかもしれませんけれども、今日は紙を見な

と。小野寺さんは乗ったことがあるか分かりませんけ

いでやってみたいと思います。

れども、生きている間に一度ぐらいは乗ってみたいと

毎年ですけれど、いま時期４月末から５月の連休に

思っております。

かけて旅行をしていました。舟木会長と、荒井幹事と、

なぜこのような話をするかというと、今日はＪＲ北海

南の島へ行ってビーチでビールを飲むことが楽しみ

道の支社長であります山田さんの会員卓話ですから、

で。ただ、このコロナですから昨年・今年と行けそう

ちょっと列車にちなんだ話をしてみました。

にありません。けれど、旅の気分を味わいたくて毎日

本日、どうぞよろしくお願いいたします。

iPad（アイパッド）でユーチューブを見ます。
私は蜂を飼っていて、越冬の技術のことを知りたくて、

幹事報告

荒井

剛幹事

ある銀行のロシアの支店にお願いをして「ロシアの越

幹事報告は１点あります。いま私が手に持っている

冬のやり方」を聞いていました。ユーチューブでロシ

物は、手と指の消毒液ですが、今年度の松田ガバナー

アと探すと、朝鮮半島の北朝鮮の少し右上にウラジオ

事務所から各クラブに会員数分，贈呈していただきま

ストックというロシアの街が出てきます。そこはアジ

した。

アで、街はヨーロッパのような街らしいです。それを

お受け取りになられていない方は，お持ち帰りいただ

ユーチューブで見ると、今度はシベリア鉄道が出てき

ければと思います。以上です。

ます。モスクワがユーラシア大陸の西の端の方にあり
ます。ここウラジオストックからハバロフスクまで北
へ上がり、それから西に向かってバイカル湖、琵琶湖

お客様紹介

土橋

賢一副会長

本日ご来訪いただきましたお客様をご紹介いたしま





す。

で子どもさんが使える学習、いまよく言う『子ども食

ＲＩ第 2780 地区・平塚湘南ロータリークラブの田中

堂』などに使いたい。１階はおじいちゃま・おばあちゃ

敏恵様です。田中様は吉田パストガバナーのお知り合

まのサロンとして使いたい。土地があるので何か催し

いです。

物があればやってもらいたい、という私の気持ちで頻

本日は、当釧路ロータリークラブの例会にようこそお

繁にこちらへ来ております。

越しくださいました。メンバー一同、歓迎申し上げま

釧路ロータリーにも以前から来たかったのですけれ

す。

ども、ようやく吉田さんに連れて来ていただいて、今

早速ですが、ご挨拶をよろしくお願いいたします。

日初めてお会いさせていただきました。私も釧路人で
すけれども、いま釧路のことはあまり知らないので皆
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田中

敏恵君

さまにお知恵を貸していただきたいと思っておりま

皆さん、こんに

す。

ちは。神奈川県、

私が産まれた時は、20 万人都市だったのが、いま

平塚湘南ロータ

は 17 万人を切ったと言われて、私も微力ながら何か

リークラブの田中

をしたいという気持ちがありますので、もしよろしけ

と申します。よろ

ればお知恵を貸していただきたいと思います。

しくお願いいたし
ます。私の仕事は、

すみません、長くなりまして。よろしくお願いいた
します。

ハウスクリーニングを 25 年やっています。また７年
前ぐらい前に老人ホームをやりまして、いまに至って
おります。
私がいま釧路に来ているということは、生まれた時か
ら釧路で育ち、私の母が６年前に亡くなりました。そ
の時も、毎月のように釧路へ来ていました。今度は、
２年前に兄が亡くなりました。その時も、私は毎月の
ように釧路へ来まして、やっぱり釧路は私の故郷、す
ごく釧路に愛着を感じています。

（土橋副会長から田中敏恵様へ釧路ロータリーのバ
ナーを贈呈）

私の兄が亡くなって、私が相続することになりました。
皆さんが知っているかどうか分かりませんけれど、大
川町に「ニュータウン」というお店があり、もう 70
年ぐらいやっています。その店を壊して、いまは敷地
になっていて、隣にピンクの建物があります。それも

■

本日のプログラム ■

会員卓話「釧路駅開業 120 周年を迎えて」
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私の兄が体調が悪くてどうしょうもない時に、
私に「真

釧路支店
山田

浩司支社長

四角の土地を買うから、何かやってくれ」と私に託し

ＪＲ北海道の山

てきたのです。それで私も商工会議所の「女性会」を

田です。本日は『釧

やっていましたし、吉田さんの奥様が会長をやってい

路駅開業 120 周年

るので、私は２年前にコンタクトをとり「釧路で何か

を迎えて』という

できることはないですか」とお話をしました。

ことでお話をさせ

私自身が老人ホームをやっているので、こちらで老人

ていただきます。

ホームをやろうかと思い、少し動きましたら吉田さん

日頃は、皆さま方

のご主人が銀行を紹介してくださいました。本当につ

にＪＲ北海道をご利用いただきましてありがとうござ

い最近までやろうと思っていましたけれど、
「近くに

います。鉄道事業はコロナ禍で非常に厳しいですけれ

100 室の老人ホームができる。いま働く方が全然い

ども皆さんに支えられて何とか事業を継続していると

なくて、もう取り合いになりますよ」と銀行の方から

ころです。

言われました。私も「どうしようか、やりたいけれど

本日は 120 年という長い歴史について、ほんの一部

も」と思いながら断念しました。

分をザッとご説明をします。私も改めて振り返りまし

それで、私の両親と兄が残してくれた土地と建物もの

たけれども、釧路と鉄道は非常に密接につながってお

ですから何かに役立てようと思いました。いま建って

り、鉄道網の整備により釧路市の発展もあったことと

いる所、買った所が下宿屋さんをやっていたので、２

思っていますので、皆さんと共有できればと思ってい

階にすごくお部屋があります。１階もフロアがあって、

ます。もちろん皆さんの方がより詳しいことを知って

何かに使えないかということで、２階はボランティア

いらっしゃると思いますけれども、この少しの時間で





すけれども皆さんと振り返られればと思っています。

そして 1901 年、ここで釧路駅初代開業ということで

はじめに、今日の話を総括すると、東北海道におけ

す。この時には釧路と白糠間が開業します。なぜ釧路

る鉄道と釧路駅の役割ということです。北海道の鉄道

〜白糠間だったのか調べてみると、釧路川支流を通じ

は、やはり資源の運

て、白糠まで木材を運搬し、鉄道を使って港に持ち出

搬で始まっていま

すことをかなり重点的に取り組んだ記録もありまし

す。その後、開拓も

た。この頃すでに白糠や釧路の春採でも石炭の採掘が

進んで、産業が発展

行われております。1900 年には釧路町が誕生してい

していって、人口も

ます。人口は 1 万人位です。さらには、前田製紙、

増加してくる。その

道内初の製紙工場が開業。さらに初代の幣舞橋も開設

中で人の移動手段と

され、1900 年の前後で、釧路にとって大きな動きが

しての役割も大きくなってきます。鉄道の特性として
「高速に、大量に、輸送できる」手段として発展をし

あったということです。
写真で振り返ります。先ほど東北海道で初めての鉄

ていくことになります。特に東北海道におきましては、

道、後に釧路鉄道となります硫黄山から標茶町まで。

硫黄山の硫黄、あるいは木材・石炭・水産資源も豊富

字が見えづらいです、ここの横に集治監、囚人の方々

であり、釧路駅を拠点とした鉄道の拡大は札幌から進

が捕囚されている

んで来たのではなく、東北海道においては釧路駅を拠

所があります。こ

点として鉄道網が拡大していくことになります。

の硫黄の運搬、あ

鉄道を敷設するのに北海道内を回って歩いた当時の

るいは鉄道の敷設

技師・田辺さんの文書があります。道東の拠点を釧路

にあたっては、こ

としたことについて書かれています。埋蔵量 20 億ト

のような囚人の

ンの釧路炭鉱は機関車の燃料の確保においても非常に

方々の力を借りて

有利であるということと、釧路川を通して木材を供給

敷設をしていたということです。

できることは鉄道に必要な枕木を確保できるというこ

これが、初代の釧路駅です。ほとんど野原、その中

と。それと広大な釧路平野、さらに港があることは非

に駅ができた様子が伺えます。この位置は、現在のプ

常に大きい。オホーツクの港は流氷などもありますの

リンスホテルさんの辺りです。さらに工場や附帯する

で、釧路港は魅力的で根室と広尾の中間にあることで

設備がこの周辺、いまの日銀さんの所にも工場があっ

地理的に、さらに将来の展望を考えて釧路が最適で、

た。このエリアはまさに鉄道の始まりでした。その意

これを拠点に鉄道を拡大していく、と当時決めており

味では、黒金町は鉄道に隣接する街の始まりというこ

ます。

とになります。

その後、鉄道網は、どんどん拡大して行くのですけ

大正に入り 1917 年に釧路駅の二代目が現在の所に

れども、昭和後期以降になると産業構造も変化してき

移転をすることになります。この時に釧路〜厚岸間が

ます。さらにモータリゼーションと人口減少もあって

開通して、貨物の駅として初代の釧路駅の所に『浜釧

鉄道と駅の役割が変化していく大きな流れがあると

路駅』ができて、貨物と旅客が分かれる形で 1917 年

思っています。

に新たな駅ができました。その後 1921 年に釧路〜根

それでは、歴史を振り返りながら、写真を交えなが

室間、いまは花咲線になりますけれども全通開業で、

らご説明をしていきます。

花咲線は今年で 100 年になります。

1872 年に初めて新橋と横浜間で鉄道輸送が開始され

1923 年、1925 年には雄別炭鉱鉄道や釧路臨港鉄道

ました。北海道においては、その８年後に手宮と札幌

が開通。釧路臨港鉄道は 2019 年まで運行をしていま

間で鉄道が敷設されます。これは三笠にある上質な石

した。雄別炭鉱鉄道も 1970 年頃まで運行をしていた

炭を小樽港に輸送をすることから始まっています。

ので、かなり近年まで運行をしていました。雄別炭鉱

東北海道において

鉄道はご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、

は７年後になりま

釧路駅の６番線、北側の一番端に片側仕様のホームを

す。硫黄山から標

設置して、釧路駅にも乗り入れていた鉄道です。

茶間に、これは官

この頃に、市政の制度ができて釧路市が誕生し、４万

営の鉄道ではなく

人位の人口になりました。

安田財閥の硫黄鉱

北海道の鉄道もこの大正時代、1916 年〜 1926 年

山の専用鉄道とし

の間には、
1,600 ㎞から 2,333 ㎞へ毎年 70 ㎞位のペー

て開始されたことが始めになります。その後、開拓民

スで延長して行きました。1,600 ㎞はマイル換算で

も増加して旅客鉄道という役割も加わり、ここは釧路

1000 マイルですけれど『鉄道千マイル記念碑』とい

鉄道になっていきます。

うものが幸町公園に設置されています。北海道の鉄道





が 1000 マイルになった記念碑がこの東北海道の拠

受けていませんが、釧路工場がピンポイントで空襲を

点・釧路に設置されたということです。

受けたという記録になっております。このような戦争

これは二代目、いまの駅です。
『浜釧路駅』が初代

中、あるいは戦後も「鉄道はしっかり定時に運行をし

の所に残りました。浜釧路駅は後にいまの釧路芸術館

ていた」という記録もあり、人の足、物資の輸送で大

の所に移転しました。ここに貨物の支線があって、現

きな役割を担っていました。

在では遊歩道となっています。

1946 年には、日本国有鉄道（国鉄）が発足します。
これが、二代目の

戦後間もないときであり、国の復興で、鉄道を活用し

釧路駅です。この

ていくことが進んで行くことになります。

頃になると先ほど

1960 年には、釧路操作場（ヤード）が 1000 台くら

と違い、人の賑わ

いの貨車・客車を操配しなければならなくなり宝町に

い、学生さんの姿、

移ることになります。1960 年頃の釧路は 18 万人近

車も横に着けるな

い人口になっています。さらにＮＨＫ釧路放送局の総

ど、駅の形をなし

合テレビ局の開局もこの時期で、釧路空港も開設した

てきています。見えづらいですけれど、これは当時の

年が 1961 年と、かなり大きな動きがここで出てきま

改札の様子です。これが北大通で、駅があって、店も

す。

少しできてきている 1920 年頃の駅の姿になります。

釧路駅の三代目がいまの駅になります。
『民衆駅』と

これが雄別鉄道です。これはいまの釧路支社の上か

いう言葉を皆さん聞いたことがあるかどうか分かりま

ら見ていて、この辺りに雄別鉄道の線路がありました。

せんが、1961 年に駅の改修とともに地下に釧路ス

いまはもうありません、線路は撤去し、
『パーク & ト

テーションデパートを新設しました。これは国鉄が発

レイン』という当社の駐車場になっています。ここに

足した当時には国有鉄道の法律があり、国鉄は鉄道事

雄別鉄道があって、釧路市内を回って行く形の線路を

業あるいは連絡船とバス事業、それに附帯する事業し

敷いてグルッと阿寒の方まで行きます。いまは「雄鉄

かできなくて、私鉄のように商業施設に投資すること

線通り」
、さらには「自転車道」という所が雄別鉄道

ができなく、戦後復旧の中で、空襲で消失した駅舎や

の跡地となります。

施設を立て直すことを優先したこともあって、民間の

ここで普段は入れませんが、映像を見ていただきま

投資を活用し、駅と商業施設を併設した。これが民衆

しょう。これは釧路駅です。釧路駅に入って改札を抜

駅の考え方になります。全国でも 55 の駅が民衆駅で

けます。１番線には『おおぞら』などが停車します。

開発されています。

ここのエスカレーターを降りていくと、右側がステー

北海道においても

ションデパートにつながる改札があった所、いまは壁

札幌駅・旭川駅・

になっています。奥に行くとホームで、４番線・５番

帯広駅がこの民衆

線のホームがあります。先ほど言っていました雄別鉄

駅として駅舎を建

道はさらに北側で、施錠した普段は開けないドアを開

て替えています。

けて、いまは倉庫のようになっていますけれど、ここ

ただ札幌駅も旭川

『６番線』が見えるでしょうか。当時、雄別鉄道のホー

駅も帯広駅も、その後の高架事業等に伴って当時の民

ムとして使っていました。上がっていくと木で覆った

衆駅の姿はなくなっています。道内では、釧路駅だけ

ような状態になっていますけれども、いまの５番ホー

が 1961 年当時の民衆駅の姿をそのまま現存していま

ムからこのように雄別鉄道のホームに上がっていく所

す。全国 55 駅の中でも、当時のまま現存している民

が見えます。今度、駅に行かれた時にこれが雄別鉄道

衆駅はかなり限られています。

のホームだったなと見ていただければと思います。
昭和に入って 1931 年、この頃になると戦争が始ま

これが空襲による釧路工場の被害状況です。跡形も
なくなるくらいの被害を受けました。

りますが、太平洋戦争の前、第二次世界大戦の前は、
『鉄

これは終戦後の輸送の状況です。復員される方などが

道にとっては黄金期』と言われるくらい、国営の鉄道

ごった返すような状況が終戦直後は続いていました。

も私鉄もとても路線が充実していく時期になります。

これが 1961 年、三代目の釧路駅です。いまの建物

この東北海道エリアでは、釧網線が全通し、ちょうど

の形になって、まだ駅前の開発が進んでいませんけれ

今年が『全通 90 年』になります。

ども、
『金市館』がありました。

そして 1945 年、太平洋戦争で車両の検修や修繕を行

これが 1960 年代の釧路駅のホーム。この写真、いま

う釧路工場が大きな被害を受けます。北海道空襲の記

のホームの姿と比べると、人が多くてすごく羨ましい。

録を見ると、室蘭・釧路・根室が非常に大きな被害を

これはおそらくテープなどが見えるので見送りの人。

受けました。全国的にも鉄道施設は空襲のターゲット

異動の時期、引っ越しの時期に、もう埋め尽くすばか

になりました。釧路において幸い駅はほとんど被害を

りの人。列車の中も満席の状態になっている。２番・





３番ホームが埋め尽くされるような状況になっていま

のです。

す。

これは釧路駅の乗降人員の推移です。
ＪＲ発足後の昭

釧路駅の横、北側に通じる地下道があります。これ

和 62 年からです。国鉄からＪＲになって釧路駅の利

は 1962 年に開設した地下道です。いまも地下道があ

用者は大きく増加しますけれど、その後ずっと減少幅

りますけれど、いまはこのような絵を飾って美術館と

が大きくなっている状況です。平成９年には
『スーパー

言いますか、少し明るい雰囲気になっています。

おおぞら』が新型の振り子で、札幌〜釧路間を３時間

さらに、いまの釧路駅にはセブンイレブンがありま
すけれども、ここがステーションデパートの入口、こ

40 分台で運行します。その他、観光列車の運行も進
めてまいりましたが、駅の利用は減少して行きます。

こからエスカレー

現在は、会社発足当時から比べると１／４ぐらいに駅

ターに乗って下へ

の利用が減ってしまっている状況になります。

降りて行くとス

一方で、釧網線、花咲線、このエリアの線については

テーションデパー

ご説明をしましたように資材の運搬から始まりまし

トがありました。

た。近年は、観光路線としても注目をされる路線だと

2004 年までありま

思っています。国立公園があり、車窓の変化や野生動

したので、ここに

物。
『ＬＣＣ』が成田・関西〜釧路空港、さらに女満

いらっしゃる皆さんも使われたかと思います。

別と関西との間は今年の７月に就航するので、釧網線

これは、先ほどビデオでご覧いただいた駅のエスカ

を介して東京〜関東・関西と東北海道のエリアがつな

レーターで、降りて右側が改札になっていました。こ

がるという意味で、釧網線の役割も大きくなっていく

こに「楽しいお買い物とお食事は行きも帰りもステー

と思います。花咲線は、厚岸・霧多布・昆布森公園の

ションデパートで」と書いてあります。当時は民衆駅

国定公園化もありましたので、ここも観光路線として

として多くの方にご利用いただきました。

非常に有望と思っています。

ステーションデパートが今どうなっているかをちょっ

宣伝になりますけれども『釧路湿原ノロッコ号』が４

とビデオでご覧いただきます。これ、見せると恥ずか

月 29 日から運行します。昨年は土日だけでしたけれ

しい所がありますけれども、いまの釧路駅の地下は廃

ども今年はコロナの中、平常どおり運行します。

墟になっていて暗くて見えないかもしれません。看板

先日、木下さんからもお話があった『ひがし北海道ブ

はそのままの状態で、もしかしたらご利用をされたこ

ランド化推進協議会』のアンケートでも『ＳＬ体験』

とがあるコーヒーショップが映ってきます。ここに

は１位でした。今年、10 年に１回の全般検査という

100 円ショップもあったようです。ここがエレベー

車の車検のような検査を実施して、
ＳＬの運行を継続

ターのシャフトで駅から降りてくる所です。さらに進

していく予定になっています。引き続きＳＬの運行、

んでいくと先ほどの改札です。ステーションデパート

『流氷物語号』や新

から改札を通ってホームへ入って行く。この一番奥が

しい『多目的特急

先ほどの北側に通じる地下道の入口になっています。

車両』も東北海道

1961 年以降です。1962 年にはもともと函館〜旭

を周遊しながら運

川間の列車でしたけれども、
『おおぞら』が滝川を経

行をして行きたい

由して６時間 30 分で釧路に入って来ました。

と思っています。

その後の 1972 年、バスターミナルが釧路駅に隣接す

これは東急さんの

るいまのような形になっています。

『THE ROYAL EXPRESS』です。これはとても旅金が

さらに 1981 年には、石勝線が開通します。今年ここ

高額であり、80 数万円の３泊４日で運行しますが、

も開通 40 年になります。ここで札幌〜釧路間が４時

今年もコロナの中ですけれど２倍くらいの応募で、い

間 59 分と大幅に時間短縮が図られています。当時の

ま抽選をしている状況のようです。

釧路市の人口が 22 万 9,000 人と。1980 年・81 年が

そろそろ時間になってきましたので、最後の締めにな

人口のピークということになります。

ります。

一方で、1969 年には炭鉱の閉山などもあります。

今年度は、
釧路駅開業 120 年、
併せて花咲線が 100 年、

釧路市の魚の水揚げ量は全国１位となり、1982 年に

釧網線 90 年、石勝線が 40 年、と 10 年周期ですが、

は釧路湿原が国立公園になる昭和の後半の動きになり

周年の年となります。

ます。

これは国鉄色にした車両、もともとの『キハ 40』と

地図が見づらいですけれど、赤の所が鉄道の路線です。

いう車両に塗りましたけれど、皆さんも懐かしい車両

私が生まれた 1966 年の鉄道の路線図を載せました。

の色だと思います。40 年くらい前には一般的な車両

これで 4,000 ㎞以上、いまが 2,400 ㎞位ですから、

として走っていました。今年度、２両を塗り替えて、

昭和 41 年にはいまの倍くらい鉄道が敷設されていた

運行します。これは当時の写真ではありません、古く





見えますけれどもいまの写真です。この車両の運行な

を運行していきたいと思いますので、よろしくお願い

ど、この機会に歴史を振り返りつつ、鉄道に関心を持っ

いたします。

てもらえるように今年度は取り組んで行きたいと思っ

どうもありがとうございます。

ています。
先ほど、言いましたけれども、東北海道は釧路駅を
拠点として鉄道網が広がって行く中で、時代の変化と
ともにその役割を変化させてきました。120 年の歴
史の中でちょうど中間の 60 年前に民衆駅ができて、
今年はその 60 年後になります。いろいろな変化の中
で節目を迎えて、この駅の役割、この鉄道の役割が、
ひとつ次の段階に入って行くように思っています。
引き続き皆さんからのご支援をいただきながら、鉄道

本日のニコニコ献金
■田中

敏恵様

神奈川県平塚から参りました田中です。今日は宜しくお願い致します。

■熊谷

任明君

日頃の感謝を込めてのニコニコです。
今年度累計

455,000 円
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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

講師例会「釧路市の水産」
（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「釧路市の水産」
（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：
「君が代」
「奉仕の理想」
■会員数

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

■ソングリーダー：松井

2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

聖治君

97 名

■ビジター なし
■ゲスト

釧路市水産港湾部 水産課 水産物利用促進主幹 山本 晃嗣様

会長の時間

土橋

賢一副会長

いるわけではないので、冷蔵庫にずっと入っています。

毎週、何をお話し

YouTube を見てだんだん面白くなってくるのですね。

ようか、前の日に舟

タイ料理が好きなので、今度はナンプラーを買ってき

木会長に電話をし

て、ほうれん草と卵のナンプラー炒めを作ったのです

て、その日の朝に起

が、これ上手にいきました。

きて何を話しするか

こうなってくると、もっとやりたくなってきます。プ

決めているのです

ロの料理人がいる中でこんな話をするのは恥ずかしい

が、今朝は全く何も

のですが、ガス台が大きいものですから 27cm の寸胴

思い浮かばなくて、先ほど運動公園に行ってベンチで

鍋を２つ買って、今度はチャーシューを作ってみたの

横になって、それでも何を話そうかと迷ったのです。

です。豚バラ１kg の固まり買ってきて、タコ糸で巻

お前、話をすることがないのだったら蜂の話をすると

いて、味付けして、これも上手にいったのです。ただ、

いいだろう、と皆さんはたぶん思っていると思います。

まだ味見をしていないです。

これは５分くらいで話できるような話でないので、シ

なんでこの話をするとかというと、傍に娘が住んでい

リーズ化すると舟木会長がいよいよ出て来づらくなる

るのですが、
「いやぁ、
ママ良かったね。ママに何かあっ

かと思いますので、ここ１カ月くらいの話をしたいと

たらパパは何もできないままだったよ」とカミさんに

思います。

言っていたのを聞きました。

これまで私はご飯も炊いたことないのですが、４月の

単身赴任されている方はこんなの面白くも何ともない

頭くらいからたまたま蜂の瓶詰め工場にガスの設備が

お話でしょうけども、コロナになってからですが、少

あり、そこで煮炊きができるものですから、何となく

し一人で遊べることをしないとダメだなと。

自炊してみようかなと思って、家から小さいジャーを

この間、伊集院静の本を読みました。やっぱり男は一

もらってきて、この頃の週末、ご飯を炊いて一人で過

人で遊びに行けるようじゃないとダメだろうなとずっ

ごしているのです。

とあったものですから、いま料理にチャレンジしてお

すると、これ少し面白くなってきて今度は何か料理を

ります。

作りたいなと思って、でもどんな野菜がいいのか見て

いよいよ万策尽きましたら蜂に走りますけども、今日

も分からないのですがフクハラにチャレンジして卵や

はお料理の話で終わりにしたいと思います。本日は１

野菜を買ってきました。買って来ても、献立を決めて

日よろしくお願いいたします。





ワンちゃんがいて、昨日、旭川からわんこを連れて帰っ
幹事報告

荒井

剛幹事

てきまして、二人暮らしというか１人と１匹暮らしと

幹事報告を２点させていただきます。１点目は５月

いうことで生活をしております。

のロータリーレートでございます。１ドル 109 円。

ちょっと余計な話なのですが、今年の２月にわんこが

かなり上がっていますが 109 円となっております。

糖尿病になっちゃいまして、朝晩注射を打っているの

２点目ですが、
『ロータリーの友５月号』が配られま

ですが、もう歳も 13 歳なのでまだ元気な状況ではあ

した。キャビネットに入れさせていただいております

るのですが、一緒に暮らせて嬉しく思っている状態で

ので、お受け取りください。

す。そんな、わんこと一緒の生活でわんこ中心になっ
ているのですが、朝は５時から散歩です。そして、帰っ

新入会員紹介
スポンサー

たらすぐまた散歩ということで自分の時間がほとんど

髙橋

直人君

ない状態ではあります。
本日入会すること

この日中の毎週木曜日の例会を楽しみに参加をさせて

になった篠原実さん

いただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお

です。職業奉仕は北

願いいたします。

海道電気保安協会釧
路支部・支部長でご

歓迎の言葉

土橋

賢一副会長

ざいます。前任者の

篠原さん、ようこ

古谷さんの代わりに

そ釧路ロータリーク

入会していただくこ

ラブへご入会くださ

とになりました。

いました。配属の委

ご家族は奥さまとお子さまがお二人で、旭川にご自宅

員会は青少年奉仕委

がございます。今回は本人の単身赴任で釧路に参って

員会になっていま

おります。

す。

ご趣味ですが、ドライブとカラオケということです。

1962 年の５月生ま

ひがし北海道地区はドライブする所がたくさんござい

れですから私と同い年なのですが、少しお兄さんのよ

ますので、休日にはドライブで釧路を楽しんでいただ

うな気がします。同じ 1962 年、昭和 37 年生まれが

ければと思います。ゴルフと麻雀はしないそうです。

６〜７人いますので何か分からないことがありました

それでは本人から自己紹介をよろしくお願いいたしま

ら、どんどん聞いていただけたらいいと思います。来

す。

週からまた例会に参加してもらえたらいいかと思いま
す。

北海道電気保安協会釧路支部
支部長

篠原

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
実会様
ただいま、ご紹介
いただきました。電
気保安協会の篠原実
でございます。どう

プログラム委員会

中島

徳政委員長

本日は、年度当初から予定をしていた『水産のお話』

ぞよろしくお願いい

ですが、
コロナの影響で２回流れてしまいました。ロー

たします。

タリーは今年１年

はじめに歴史と伝統

いろいろありまし

のあるこの釧路ロー

て、
「産業のことで

タリークラブに参加できることができまして大変嬉し

お話をぜひ」とい

く思っております。前任の古谷がかなり活躍をしたと

うことの一環で当

いうお話を聞いておりますので、古谷に負けないよう

初から予定してお

にぜひ頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願

りました。

いいたします。

本日は山本晃嗣様

簡単な自己紹介をさせていただきたいのです。生まれ

でございます。昭和 47 年 6 月の釧路生まれで湖陵高

は北見市で昭和 37 年生まれ、寅年となります。家族

校を平成３年３月にご卒業です。

構成は先ほどご紹介いただきましたけども、私の妻が

その後、静岡大学に行かれまして、平成７年４月から

旭川に一人でおります。子供二人は東京で、二人とも

釧路市にご奉職なさっております。最初は保健部保護

それぞれの職場で働いている状況です。あともう１匹、

課というところで、平成 31 年４月から議会事務所の





議事課の課長補佐をされておりまして、本年４月から

何でそんなに差があるかというと、結局イワシがほと

水産港湾部水産課水産物利用主幹にご着任なさってお

んどミールなどに加工されてしまって単価が非常に安

ります。

いことになっていて、量は取れているのですが残念な

お魚のことは皆さん大変知っていらっしゃると思いま

がら金額としてはかなり下の方にある値になります。

す。なかなか獲れないとか、どうだ・こうだという話

水揚げ高の推移ですが先ほど申し上げましたように、

がある中で、実際の話、現状のお話を聞きたいという

かつては 100 万トン超えのとても多い時もあったの

ことでお呼びしております。

ですが、200 海里の問題、北洋漁業の縮小・撤退とか、

それではよろしくお願いいたします。

あとはマイワシがぜんぜん獲れなくなり、その他の魚

■

本日のプログラム ■

講師例会「釧路市の水産」

釧路市水産港湾部水産課
水産物利用促進主幹

種もどんどん獲れなくなってきて、このような激減と
もいえるような形で水揚げが下がってきております。
ここからは魚種ごとのお話をさせていただきたいと思
います。

山本

晃嗣様

まず、イワシですが、一時ものすごく獲れていたのが

皆さん、こんにちは。私は水産物利用促進主幹の山

しばらく獲れない時期が続いていて、平成 2 5 年くら

本と申します。いま

いから再び漁獲量が上向きの傾向になっております。

ご紹介いただいたの

ただ、一部は生鮮向けとか、缶詰の加工に使われてい

ですが、今年から水

るのですが、基本がフィッシュミールになっています

産課に来ました。実

ので、金額があまり上がっていない形になっています。

は役所に 25 年以上

漁業者さん、その加工屋さんに聞きますと「本州では

いるのですが水産課

比較的そのまま食べたりするのですが、北海道はイワ

に来たのは今年初め

シを食べる文化があまりない。イワシ＝飼料・肥料と

てで、まだ水産課に

いうイメージも根強いことで、なかなか加工品にもし

来て１カ月ほどしか経っておりません。なんとか説明

づらい」という声も一部で聞かれております。

できるように頑張って勉強してきたつもりではいるの

減少傾向ですが、グラフでは令和元年度まで下がって

ですが、少し足りない部分があると思います。どうぞ

いるのですが、令和２年度若干上向いています。量と

よろしくお願いいたします。それでは短い時間ではあ

して釧路の中で多いのはスケトウダラになっておりま

りますが、今の水産の関係の現状を皆さんに簡単にご

す。ご存じのようにタラコの原料にもなりますし、韓

説明させていただきたいと思います。

国向けにチゲ鍋の材料で人気がありまして、結構輸出

令和元年のデータまでしか更新できていないのです

もしております。ただひとつ懸念材料があります。い

が、こちらが釧路港の水揚げ状況になっております。

ま原発の処理水の問題がいろいろ全国的に出てきてい

かつては「サンマが主力」という皆さんのイメージが

るのですが、それで中国・韓国の反発が結構新聞に出

強いところがあったかと思います。皆さんご存じのと

てきております。これがもう少し大きくなってきます

おり、サンマが本当に獲れなくなってきております。

と韓国向けの輸出が難しくなってくるのではないか

あと、鮭やイカなど主力魚種と思われていたような魚

と、業界では心配をしているようです。

種で原因が分かる部分、分からない部分があるのです

スケトウダラは釧路の各会社でも力を入れていろんな

が、とにかく獲れなくなってきております。

加工品を作っております。左上はバジルで味付けして

一番上にあるのはイワシです。いま釧路の水揚げ高を

いるものですが、そういった今までにないような味付

支えているのはイワシです。かつて 100 万トン超え

けをした加工品などを作って単価を上げる、付加価値

の水産を誇っていて主力であったイワシ。一時全く獲

を付ける取り組みを行っています。右上の『お魚ギョ

れなくなったのですが、ここ数年前からまた獲れるよ

ウザ』
、これは先日テレビでも出ました。これは後で

うになってきて、どんどん増えてきております。

改めてまた説明したいと思います。

令和元年の数字では約 13 万トンなのですが、令和２

サンマですが本当にぜんぜん獲れなくなって、それが

年になりますと 14 万トンを超えて、この水揚げ高が

原因で皆さんご存じの『Oh!! さかなまつり』も開催

釧路の水揚げ高全体を押し上げています。あと、比較

できなくなっているのですが、減っている原因として

的好調なのはスケトウダラです。スケトウダラも令和

は、まずは気候変動によるものがひとつだろう、あと

元年では３万トンほどですが、令和２年になりますと

は中国などの公海上での乱獲といいますか、根こそぎ

３万８千トンほど獲れております。

獲ってしまう行為が続いていて、そういったものが減

その令和２年の漁獲量としては実は全国２位になっ

少の原因となっております。

ております。千葉の銚子に次いで全国２位なのですが、

ただ令和元年、２年ほど前に『サンマの漁獲枠』が国

金額で見ますと実は 16 位となっております。

際合意されておりますので、一応乱獲に一定の歯止め





がかかった形にはなっているのですが、それからも減

以前は、釧路は全国一の捕鯨基地として名を馳せたの

り続けています。この辺は気候変動の関係などが結構

ですが、資源が少なくなってきたこととか、国際社会

大きいのではないかなと思われます。

からの反発などもあって、一時全く獲らないように

カレイ類です。こちらもグラフを見て分かるように

なっておりました。国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）に所属

ずっと減少傾向にあります。ただ、減るのを見るだけ

していたのですが、そちらは本来であれば世界のクジ

ではなくて、何とか資源量を確保するためにいま、下

ラの資源を守るために管理するために話し合う機関

に書いていますように資源を確保して増やすような増

だったのですが、だんだんと反捕鯨国の集まりといい

殖・養殖事業にいろんなお魚で取り組んだりしており

ますか、反捕鯨の意見しか通らないような組織にだん

ます。あとサバですが、
「釧路で獲れるようになった」

だん変わってきて、それに日本として見切りをつけて

というお話を耳にされていたと思います。平成 25 年

2019 年にＩＷＣを脱退して、2019 年の７月から商

から 29 年くらいまで少し上がったのですが、また落

業捕鯨を再開しています。ただ、商業捕鯨を再開した

ちてきています。サバはけっこういるんです。ただ、

とはいっても、資源を確保するためにきちんと学術的

イワシが獲れすぎてというか、イワシの魚群に押され

に計算された数字以上は獲らない漁獲枠を設けてやっ

てしまって、その下にいる形になるらしくて獲れない

ております。

らしいのです。なので、イワシが増えるのは嬉しいで

40 頭捕獲予定で、令和元年は 33 頭獲れました。令

すが、残念ながらそれの影響でサバがいるのだけど獲

和２年度は残念ながら 26 頭ぐらいしか獲れていませ

れないという状況になっています。

ん。漁期に天候が悪かったりして漁ができない日が続

イカです。こちらも激減。これは釧路近海のみならず

いたことで 40 頭獲るはずが去年は 26 頭しか獲れな

全国的に記録的な不漁が続いております。こちらも気

かったとなっています。

候変動によるものなのかと一応言われていますが原因

こちらの図で分かるように南房総からどんどん漁船団

がよく分からない状況になります。

が漁をしながら上がって来て、釧路沖では主にミンク

あと、鮭、マスもふ化事業というのを延々やってはい

クジラを獲るのです。実は釧路沖のミンククジラが一

ますが、減少傾向がずっと続いている状況にあります。

番美味しいと言わ

シシャモです。よく居酒屋で食べられているカラフト

れています。どう

シシャモではなく、本当に道東沖で獲れるシシャモな

してかというと、

のですが、こちらもふ化事業を継続して行っているの

他の所ですと餌が、

ですが、残念ながら減少傾向にあります。毎年、新釧

オキアミなどがメ

路川のふ化場で約 30 億粒の卵を収容して春に放流を

インになるのです

行っていますが、それでも減少傾向となっています。

が釧路沖は最近増

ハタハタです。こちらも同じくふ化事業・放流事業を

えているイワシを

行っているのですが、水揚げが下がってなかなか上向

餌にするものですから「非常に脂乗りが良い」
「釧路

いてくれない形になっています。こちらは釧路機船漁

沖で獲れるミンククジラは非常に美味しい」という評

業協同組合が増養殖に取り組んでいて、生態的に分か

価をいただいています。ただ、皆さん、スーパーでそ

らないことが多いらしくて、試行錯誤しながらやられ

の時期になって売っていても「高いなぁ」と思うので

ているのですが残念ながら資源の増大までなかなかつ

はないかと思います。実は、釧路の港でクジラを上げ

ながっていないことになります。

るための設備がきちんと整っていないことがあるので

ウニです。こちらの方も減少傾向といいますか、もと

すね。クジラを陸揚げする時にクレーンで揚げなきゃ

もとの漁獲量がそれほど多くないのですが、この近海

いけない。それをトラックに載せて運ばなきゃいけな

でも獲れるものとなっております。

い。それを加工する所も借りないといけない、という

あと、マツカワ、ワカサギ。この辺も先ほどから何度

ことで固定費が数千万円単位でかかってしまいます。

も出てきていますが、ふ化事業やふ化放流事業を取り

もちろんクジラの獲れる数が少なければそれだけ固定

組んでいます。この写真は卵を取り出して、精子を手

費が高い分、値段も下がらないことになってきていま

で絞ってかけるアナログの方法ですが、このようなふ

す。今後、順調に獲れていって、かつ釧路の設備がど

化事業やっております。

んどん整ってくれば、美味しいクジラがもう少し安く

いまお話したように、ほとんどの魚が釧路沖に限らず

皆さんのお手元に届くのではないかなと思っておりま

全国的にかなりの減少傾向にあります。国の方でも今

す。ちなみに最近の研究結果では、クジラの肉は抗疲

年、水産庁でイカとサンマとサケを対象にした『不漁

労効果、認知機能向上、抑うつ効果はもともと学術的

問題検討会』をつい最近作りまして、全国的なそのよ

に証明されているのですが、さらに免疫低下抑制（免

うな魚種の対策を検討する形で動き出しております。

疫が下がらないようにする）という、これは可能性の

続いてクジラの話をさせていただきたいと思います。

レベルなのですが学術的な発表もつい最近されており





ます。健康的にもクジラの肉は非常に良いことが証明

さんにもっと魚を食べてもらおう、
ＰＲするために釧

されております。

路の人が魚を食べていないとしょうがないだろう。た

釧路としてはクジラを食べる文化を守っていきたいと

だ、
「釧路の人は、いつ・どの魚が旬なのかもよく分かっ

いうことで、
『くじら祭り』というイベントを毎年行っ

ていない」ということで、こちらは、生産者が「この

ています。昨年はほとんどのイベントが中止になって

時期、このお魚がお薦めだよ」と、その時期にタイム

いるのですが、
『くじら祭り』は昨年コロナの関係で

リーにそのお魚をＰＲして行こうと。それで皆さんに

もなんとか行うことができました。

お配りしたクリアファイルにプライド釧魚のカレン

こちらは居酒屋さんで「クジラのメニューを安価に出

ダー、どのお魚がどの時期に旬なのかが分かるように

してもらう」ということで行っております。今年もな

なっています。プラス、レシピを入れております。ど

んとかやりたいなと思っていますので機会があればク

のお魚がお薦めというだけではなくて、どのようにす

ジラを食べていただきたいなと思います。

ると美味しく食べられるかも含めて、とにかく全国で

水産加工のお話を少ししておきます。こちらの冷凍の

も魚離れが進行しているものですから、この魚離れし

すり身や缶詰、魚卵関係が比較的好調に推移しており

ないような取り組みをということで、このプライド釧

ます。特に魚卵関係は数量の伸び以上に金額が伸びて、

魚で魚食普及の取り組みを行っております。

単価が上がっている状況にあります。これはさっきの

例えば、
ＦＭくしろさんのラジオで毎月このコーナー

表に紫の線を被せました。紫の線が水産加工の線なの

を設けていただいています。また、コロナで参加はで

ですが、魚が獲れなくなっている割には水産加工の生

きていないのですが、鮮魚店・スーパーでこの『プラ

産額は落ちていないのを表しています。

イド釧魚』ののぼりを掲げて試食販売を行ってみると

これは、昔はただ塩漬けにしていたものを、水産加工

か、旬のお魚を安く美味しく食べていただいて、皆さ

品の高付加価値化、もう少し手を加えてもっと美味し

んも釧路のお魚が美味しいということを実感していた

いものを、もうちょっと高く売れるようなものをと、

だいて、皆さん自身も釧路のお魚をＰＲするサポー

どんどん取り組んで作ってきた結果がこの表に表れて

ターになっていただきたい、と取り組みを進めており

います。

ます。お時間でございます。雑駁ではございましたが

こちらが昭和 62 年と平成 30 年で比べた水産加工品

私の説明は以上でございます。お時間がないので、質

の種類の割合なのです。昭和 62 年は右下の塩蔵品
（塩

問また何かありましたら何かの機会で連絡いただけれ

漬けにするだけ）みたいなものがかなり多かったので

ばと思います。よろしくお願いいたします。どうもあ

すが、平成 30 年になりますと単価の高い魚卵製品を

りがとうございました。

主力で多くやって高付加価値化につながってきている
と思います。

会長謝辞

この水産加工の関係なのですが、水産加工振興セン

本日はご多用の中、山本様には『釧路市の水産』とい

ターが水産課の所管でして、こちらで各業者さんの製

うことでご講演をいただきまして、ありがとうござい

品開発を手伝ったり、一緒に普及宣伝活動を行ってい

ました。私の先ほどの自炊の話の続きですが、
スーパー

ます。ちなみにスケトウダラの餃子、
先ほど『お魚ギョ

のお魚コーナーへ行くのですが、なかなか魚はハード

ウザ』と言ったのですが、先日、
ＳＴＶテレビの『１

ルが高くて、鱗や匂いとか感じますので、イカはイカ

×８いこうよ！』という番組で紹介されました。実は

刺をやりました。少しでもまた魚にチャレンジして貢

北海道加工食品コンクールというのがございまして、

献したいと思います。

そちらで『北海道食品産業協議会会長賞』を受賞した

山本様におかれましては今後ますますのご活躍をメン

商品になっております。こちらはＭＯＯや和商でも買

バー一同、心よりご祈念いたしております。本日は大

えますので、一度お試しいただければと思います。

変ありがとうございました。

最後に水産課が事務局となって行っている事業とし

また、今日の例会に合わせてキャッスルホテルさんに

て、
『くしろプライド釧魚（せんぎょ）
』の事業のこと

はお魚料理を出していただきまして、お心遣いをいた

を少しお話したいと思います。

だきまして大変ありがとうございます。

『プライド釧魚』というと、それこそブランド化をイ

土橋

賢一副会長

皆さま今一度、感謝の拍手をお願いいたします。

メージされるかと思います。そうではなく、釧路の皆

本日のニコニコ献金
■荒井

剛君

先日、市民球場（現ウィンド・ヒルひがし北海道スタジアム）で開催された太平洋興発
杯で息子のチームが準優勝し、息子が優秀選手賞を受賞しました。
今年度累計

460,000 円
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釧路ロータリークラブ会報

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

会長スローガン『Together! 次世代へ共に築こうロータリー！』
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2020-2021 年度
RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

ロータリー親睦活動月間

月間テーマ

（担当：理事会）
本日のプログラム 「一年を振り返って」
「ガバナー補佐及び各クラブ会長・幹事表敬訪問」
（担当：理事会）

次週例会

■ロータリーソング：「君が代」「奉仕の理想」
■会員数

■ソングリーダー：後藤

公貴君

97 名

■ビジター なし
■ゲスト

なし

■

本日のプログラム ■
一年を振り返って

幹事報告兼挨拶

荒井

したので合わせて紙袋へ入れさせていただきました。
また、今年度最後ということもありまして、「ロー
タリーの友」の他にいろいろ資料がキャビネットに

剛幹事

入っておりました物を封筒に入れてお渡ししましたの
皆さん、ご無沙

でお持ち帰りいただければと思います。その封筒には

汰しております。

今年の２月にお亡くなりになられました『五明さんの

ようやくといいま

追悼冊子』が入っておりますので、五明さんを思い出

すか、もう最後に

していただきながら読んでいただければと思います。

なってしまいます

あと２点、理事会で承認された内容について報告をさ

が例会を再開する

せていただきます。

ことができました。
最後の幹事報告をさせていただきます。
まず、６月のロータリーレートですが、109 円となっ

１点目、釧路ロータリークラブから吉田潤司ガバ
ナー事務所に合計 570 万円が協力資金として支出さ
れていましたが、釧路ロータリークラブ資金決算書が

ております。

当クラブ理事会で承認されまして、最終的には 486

続きまして、お席の横に紙袋が置いてありますが、こ

万 2,237 円が当クラブに戻って参りましたことをご

れはこちらのホテルで準備をしていただきましたお持

報告申し上げます。

ち帰り用の『東北海道の素材にこだわった中華・洋食

もう１点です。これは、2016 年８月 16 日に締結

の冷凍グルメセット』となっております。今晩、その

した釧路ロータリークラブと台北中央ロータリークラ

まま解凍をして食べていただくことも可能ですし、明

ブとの姉妹クラブの締結に関することです。ちょうど

日以降お召し上がりになるのであれば、一度冷凍をし

この８月で５年を迎えることになりまして、今般，理

ていただければ「まだまだ日持ちする」と聞いており

事会の承認を戴き，「更新する」運びになりました。

ますのでよろしくお願いします。

本来であれば台湾へ行って調印式を行うことが望まし

また、その紙袋の中に『ふらのワイン』が入ってい

かったわけですが、それができない関係もありまして、

ます。これは本来、富良野で「地区大会」に皆さんで

いまのところ，次年度の８月５日の昼例会にて台湾と

参加する予定だったのですが、富良野のガバナー事務

ズームをつないだ形で調印式をと考えておりますが，

所から「各会員に」と、ふらのワインが送られて来ま

ひとつ問題があります。現在，台湾ではコロナウイル





スの関係で例会自体が開けていないと聞いておりま

から、これはどうしたものかと思って。

す。このまま台北の状況が改善しない場合には、８月

舟木さんの手術も、そんなにすぐには復帰できないの

に予定しているズーム例会もできなくなるかもしれな

ではないかと思っていたものですから。ロータリーク

いことを予めお伝えさせていただきます。

ラブの会長というものは、１年半も前から皆さんに承

以上が、幹事報告でございます。

認をしていただき、１年半かけていろいろなことを考

引き続き１年間、幹事をさせていただきましたので、

えて、覚悟を持って、仕事のスケジュールも組み直し

一言だけご挨拶を申し上げたいと思います。

て、それぐらい重く行っていると僕は思っていました。

本当に、あっという間の１年だったと思います。本

出張で、１回２回交代でここに立つことはありだとし

来であれば、６月上旬に台北で『国際大会』が行われ

ても、長期間に亘ってここに立っていて良いのかと

ていたはずです。そちらに大勢の方と一緒に行って、

ずっと思って、立たせていただきました。

台北中央ロータリークラブとの懇親を深めることがで

釧路ロータリークラブ 80 年以上の長きに亘って、多

きたはずだったのですが、これも残念ながらコロナの

分今回のことは初めてだったと思います。もちろんこ

関係で中止となっておりました。

のようなことがもう二度となければ一番良いのですけ

本当にコロナ対応に追われた１年だったと思っており

れども。その時思ったことは、私みたいに覚悟のない

ます。例会のあり方などにつきまして、会員の皆さま

人間がこの場に立って話をするよりも、挨拶だけが例

全員に喜んでいただける内容にはできなかったと思っ

会ではないですけれども、会長を経験されている方が

ております。申し訳ない気持ちです。

たくさんいらっしゃいますので、少しでも皆さんに良

それでもこの最後の例会、おそらく今年一番多く参加

い話を聞いてもらう機会を作るためにも、元会長たち

をしていただいていると思うのですが、これだけ多く

にお話をしていただきたいと思ったこともありまし

の方に出席をしていただけることが何よりも嬉しいで

た。これは、元会長たちから言う話でもないと思いま

す。昨年の幹事だった松井さんが、最後の挨拶で「と

す。かといって、現役の会長は「来週こそは」「来週

にかく会員の方が多く出席をしていただけることが何

こそは」と思って病気と闘っていたわけですから、現

よりも嬉しいです」と言っていたことを、いま本当に

役の会長からもそのような話は多分ないだろうと。そ

私が実感しているところでございます。

んな思いの中で、３カ月間ここに立たせてもらってお

こんな１年間ではありましたが、私自身、海賊の衣装

りましたから、やっぱり苦しくなって、話も「来週こ

やアライグマと書かれたプレートを首からかけて熊の

そは出てもらえるか」という思いがありましたから、

着ぐるみを着たことが楽しい思い出です。

前もって話を用意することも違うと思いましたので、

最後に、本当は「三役３人でブータンの民族衣装を

前日か、もしくは当日、何を話そうかと考えていまし

着て終わろう」と話をしていましたが、これは別の機

た。ただ、覚悟のない人間ですから、報告事項の先に

会にしたいと思います。１年間、大変ありがとうござ

は行かない挨拶なのです。そういうこともありますか

いました。

ら、もし良かったらと言ったら変ですけれども、パス
ト会長たちのコンセンサスがとれるのであれば、この

土橋

賢一副会長

先、もし何かがあった時に「そんな話があった」とい
皆さん、こんに
ちは。お久しぶり
です。

うことを少し考えていただければありがたいと思いま
す。
何はともあれ、１年間何もできませんでしたが、皆

正直、今日という

さんのご理解とご協力をいただきましたことに感謝申

日が来てホッとし

し上げます。１年間ありがとうございました。

ております。『１年
間を振り返って』
ということですので、少しお話をさせていただきたい
と思います。
昨年 12 月の『クリスマス家族会』までは、何とか

司会
ここで、１年間、お世話になった釧路センチュリー
キャッスルホテルさんへ記念品をご贈呈したいと思い
ます。舟木会長、ご登壇ください。

やれておりましたけれどもその後、２カ月に亘って例
会がストップしまして、２月 18 日に再開しました。

（釧路ロータリーク

１月でしたか２月でしたか、舟木会長の病気が発覚し

ラブから釧路セン

て２月 15 日に手術をしたわけですけれども、これは

チュリーキャッス

大変なことになったと、まず思いました。そうしたら

ルホテル様へ記念

2 月 26 日に今度は五明さんがお亡くなりになって、

品贈呈）

今年は何という年かと思いました。その上コロナです





司会

わった１年間でした。

続きまして、事務局員の青島さんへ花束を贈呈した
いと思います。青島さん、ご登壇ください。

特にロータリー活動では、台北の世界大会に 30 名規
模での参加を予定していて、それを一番楽しみにして
おりました。そして予定をしていた多くの素晴らしい

（釧路ロータリーク

例会や事業ができずに、大変残念な気持ちでいっぱい

ラブから事務局員

の 1 年でもあります。

青島さんへ花束贈

また当初は、56 年ぶりの『東京オリンピック』とい

呈）

う大きな国家事業を楽しむことができると思っており
ました。この大会は、昨年から今年にかけて大変大き
な障害を抱えて、これからまさに行われようとしてお
ります。コロナ禍の中で、これが何のためのものなの

釧路ロータリークラブ 事務局員

青島さん

か。国民は果たして心から賛成をしているのか。私が

貴重な時間をい

中学 1 年生の時に経験をした、昭和 39 年に経験をし

ただきありがとう

たオリンピックは、全国の国民の老若男女がともに感

ございます。

動と興奮の時間を満喫したオリンピックでした。

皆さんコロナ禍の

これに比べると、今回のオリンピックはなんとつまら

中、お仕事の都合

ない大会なのだろうと感じているのは私だけでしょう

もあったと思いま

か。当時のマスコミが毎日のように「オリンピックま

すが、１年間いろ

であと何日」「あと何日」とオリンピックは本当に盛

いろとお世話になりましてありがとうございました。

り上がったものでした。いま考えても本当に素晴らし

最後の例会で、舟木会長のお顔を拝見することができ

いオリンピックでした。

て大変嬉しく思っております。

金と利権と面子にまみれたこの度の大会には、大いな

本日は、短い時間で拙い挨拶となりまして申し訳あり

る違和感を持って感じてなりません。実は、コロナが

ません。が、これからもどうぞよろしくお願いいたし

オリンピックを見る視点を変える役割を果たしている

ます。ありがとうございます。

ようにも見えます。今回のコロナによる事態は「何気
ない日常の生活がこんなに素晴らしいものだった」こ

舟木

博会長

とを骨身に染みる出来事でした。
皆さん、こんに

また私個人にとってもがん患者になって、健康という

ちは。こんなにた

日常生活のごく普通なものがいかに大切であったか、

くさんのメンバー

しみじみ感じさせられる年です。

にお会いできて、

長くなりましたので、それでは最後に一言、自戒を

本当に今日は晴れ

込めて言わせていただきます。がんは、現在２人に１

晴れしい気持ちで

人が罹るものと言われております。生死をかける病気

す。本当に皆さん

でもあります。

コロナ禍の中、出席をいただきありがとうございまし

しかし生き残っても、実はその後に辛い抗がん剤治療

た。

が待っております。食べることができず、食べると頭

実は、泉先生をはじめ、もう泉先生自身も大変な状

痛と吐き気、舌の感覚が麻痺して、体が重くて動きま

態の中で何回もお見舞いに来ていただいたりして、そ

せん。そして皮膚の炎症、発熱、その他に諸々のもの

してまた温かい言葉をいただき、そしてまたたくさん

が出て苦しみます。

の皆さまからお見舞いをいただき、本当にありがとう

私はがんを本当にバカにしていたというか、自分だけ

ございました。この場を借りてお礼を申し上げます。

は罹らないだろうと思っておりました。そして検査で

まずもって、今年のことですけれども、2020−

も、肺がん・胃がん・大腸がん、全部が引っかかって

2021 年年度の釧路ロータリークラブの事業計画が思

いました。それでもロータリーの会長ということもあ

うように成し遂げられずに終わりを迎えたことに深く

りまして、ずっと無視をして、身から出たサビですけ

お詫び申し上げます。

れども、ろくな治療もしないでいました。でも、血便

また私の不摂生のために、会長としての責務を全うす

は出るは体調はおかしくなるはで、病院へ行ったらこ

ることができず、副会長・幹事・副幹事・理事の皆さ

んな状態です。一歩間違っていたらほとんど五明君と

ま、そして会員の皆さまに大変なご迷惑をおかけした

同じ状態になっていて、こうやって生かして、いま皆

ことを重ねてお詫び申し上げます。

さんの前でお話をさせていただいていることを本当に

本年度は、私にとってコロナで始まりコロナで終

幸せだと思っております。





皆さんには、ぜひ私のようにならないように早めに検

して、全員一致で前を向いてスタートをして行きたい

査・検診をお勧めします。心よりです。

と思っております。

それでは、これで最終例会の挨拶とさせていただき

改めまして、次年度へのご支援とご協力をお願い申し

ます。

上げまして挨拶に代えさせていただきます。よろしく

皆さま、１年間、拙い会長を支えていただき本当にあ

お願いいたします。

りがとうございました。
司会
司会

杉村会長エレクト、ありがとうございました。では

ここで、会長バッジ交換を行いたいと思います。舟
木会長、杉村会長エレクト、ご登壇ください。

最後に今年度を締めるご挨拶を、舟木会長の指名会長
である脇パスト会長にお願いしたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

（舟木会長より杉村会長エレクトへ会長バッジ交換）
（拍手）

脇

弘幸パスト会長
皆さん、こんにち

司会

は。お久しぶりで

ここで、杉村会

ございます。今年

長エレクトより一

度、舟木年度の最

言ご挨拶をいただ

終例会ということ

きたいと思います。

で、指名会長とし
て一言ご挨拶を申
し上げます。
皆さんの家庭や会社でも、いろいろな形で影響を受け
たこの新型コロナウイルスの感染症ですが、このロー
タリー活動についてもやはり同じように大きな影響を
受けた１年でございました。
今年度の上期については、何とか感染対策を取りなが
ら三役・理事の皆さんの努力によって例会の開催をし

杉村

荘平会長エレクト

てきたところですが、下期に入るころには状況が厳し
ただいま歴史と

くなり「例会を休会」となってしまったわけでござい

伝統のある、そし

ます。

て舟木会長の思い

なかなか思うような活動ができずに厳しい状態が続き

の詰まった『会長

ました。会員同士の交流もできない時間が続いたわけ

バッジ』を引き継

ですけれども、この世の中が大きな影響と打撃を受け

がせていただきま

ている中で、幸いにしてこの釧路ロータリークラブの

した。身の引き締

メンバーの中からは、この健康被害を受けた方がいな

まる思いでございますが、次年度浅川副会長・市橋幹

かったということで、良かったと思います。これは、

事・理事役員の皆さんとともに「ロータリーを楽しむ」

やはり舟木会長・土橋副会長・荒井幹事をはじめ、理

という気合いで頑張って行

事の皆さんがしっかりクラブのことを考えて運営をし
ていただいた結果だと思うところでございます。決断

きたいと思います。

をするには、本当に厳しい状態だったと思いますけれ

また、舟木会長におかれましては、本日は本当にご

ども、ご苦労様でした。そしてこの１年間の厳しい中

出席ありがとうございました。まさに万感の思いで本

ではありましたが、何とか今日、最終例会に漕ぎ着け

日を迎えたのだと思っております。また土橋副会長、

たということで本当にご苦労様です。

荒井幹事、横田・池田両副幹事におかれましては、会

来週から次年度がスタートしますけれども、もう少

長不在の間、本当に苦労をしながらクラブ運営をされ

しコロナとともに運営をして行かなければならないと

ていたことを目の当たりにしております。クラブを代

思います。それでも、釧路でもワクチン接種が始まっ

表しまして感謝とお礼を申し上げたいと思います。

ています。１日も早く日常を取り戻して、また楽しい

皆さまが言われたように、コロナはもうしばらく影

ロータリー活動ができることを願うところでございま

響が続きそうですが、そう遠くないうちには、皆さん

す。

と楽しく語り合える「夜例会」が再開できると信じま

杉村エレクト、頑張って行きましょう。そして舟木会





長におかれましては、しっかりと治療をしていただい
て、早く元気を取り戻していただけることを願うばか
りでございます。パスト会長になりましてもまだまだ
役割はたくさんございますので、また一緒に頑張って
行くことができればと思います。よろしくお願いいた
します。
本当に厳しい１年ではございましたけれども、舟木会
長をはじめ、今年度の理事の皆さま、本当に１年間ご
苦労様でした。また、ありがとうございました。
それでは最後、締めたいと思います。皆さまご起立を
お願いいたします。
最後は、キレ良く『一発』で行きたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
それでは、舟木会長をはじめ今年度の理事の皆さまへ
の感謝と、次年度杉村年度への期待、それからコロナ
の終息と皆さまの健康を願いまして、一発でいきます
のでよろしくお願いいたします。
司会
皆さま、ご着席ください。
これをもちまして、今年度最後の例会を終了いたしま
す。舟木会長、点鐘をお願いいたします。

本日のニコニコ献金
■舟木

博君

■土橋

賢一君

■荒井

剛君

皆様、一年間大変お世話になりました。
一年間、ありがとうございました。
一年間、ありがとうございました。息子が少年野球チームで 8 月に行われる全道少年野球
大会に出場することになりました。

■横田

英喜君

一年間、ありがとうございました。

■池田いずみ君

一年間、ありがとうございました。

■木下

正明君、樋口

貴広君

吉田潤司ガバナー年度、全ての業務が完了しました。
ありがとうございました。

■小野寺

俊君

先日、会社で紺綬褒章を頂きました。
今年度累計

528,000 円





