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ロータリー親睦活動月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 講師例会「サウナで釧路を熱くする Tsurui Sauna & Cabing 東京の取り組みについて」( 担当：プログラム委員会） 
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■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：二宮　拓人君
■会員数　  102 名
■ビジター   なし
■ゲスト　   なし

 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。

会長の時間



 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。



 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。



 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。



 

■ 本日のプログラム ■
納涼ビアパーティー・滝越号出発式

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。



 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。



 

　　　　　　　　　　滝越　康雄会長
会長挨拶として１
つ目がロータリー
の活動の報告です。
先週の７月 23から
24日に米山奨学会
財団セミナーがあ
り、旭川まで出向

いてまいりました。荒井地区委員、米本大委員長、そ
れと会長・幹事の４人で行って来ています。
土曜日の晩は幹事の勧めもあって、私は久しぶりで羽
目を外して飲もうと思って旭川の夜を回ったのです
が、旭川の夜がこの親父２人を受け入れてくれないの
です。どこも満員で、何軒回りましたかね。それでも
何とか一晩を過ごして、うろついている間にとても街
が参考になりました。杉村太蔵の新しい街とか見まし
た。何というか、よその街を見ないとダメですね。非
常に都会的で、感銘して帰りました。
話は変わりますけれど、本日は新入会員の４人、ご入
会いただきましてありがとうございました。これも杉
村直前会長、ならびに昨年の村上増強委員長のご尽力
によるもので、結果だけ、中身だけ私がいただいて恐
縮しております。本当にありがとうございました。
今日は夜間例会で少し時間があります。喜ばしい例会
ですのでスピーチも記念にと思って、月並みの話では
面白くないので少し記憶に残る話を、ふさわしくない

かもしれませんが、夜でもありますし、お酒も入りま
すので、２つの話をプレゼントしたいと思います。
１つは、夜に店に入ろうかなと思った時に、飲食店、
料亭、お寿司屋さんでも「盛り塩」をしているじゃな
いですか。あの由来は分かっていないのですよ。これ、
わざわざ歴史を調べました。盛り塩は 2200 年前、中
国の秦の始皇帝が咸陽（かんよう）という街で体験し
たことです。皇帝ですからお付き合いしている女性が
3,000 人もいたらしいのです。3000 人と記録に残っ
ていました。その 1軒 1軒を付き合いがあるので回
るのですよ。回っている間に、歌ったり、声をかけら
れたりするわけですよ。今でいえば「社長さん」、「先
生」とか「理事長」とか、声をかけられるのですよ。
ある女性が月並みの方法では皇帝が寄ってくれないの
で考えました。何とか皇帝に引き留めてもらいたいと
思って、塩の固まりをたっぷり置いたのですよ。当時
の皇帝は牛車、牛が引っ張る車で回っていたのです。
牛は動物ですから塩が食べたくて、食べたくてピタッ
と止まって、みじんも動かないのです。それで皇帝が
そこの家に寄ってくつろいだ、ということで、お客さ
んを寄せる１つの方法で盛り塩が伝わったということ
です。お客さん仕事をしていると「盛り塩」をしてい
ますが、宗教的な意味よりも単純な意味合いです。
もう 1件、この話も使えると思うのですよ。「下り酒」。
よく「くだらない」と言う、私の話みたいに「くだら
ない話」があるじゃないですか。これがまた意味が深

いのです。
江戸時代ですと、「上方」というのが大阪・京都とか。
今でいう関西が上方なのです。そして向こうの方で醸
造品の味噌・しょうゆ・お酒を作っていたのです。当
時は江戸が消費地ですから、江戸の方に運んで行く。
「東下り」という表現でお酒の場合は言っていますが、
良い商品はぼんぼん送って行くけど、ちょっと不良品
が出たら、「これはまずい」ということで、「お前、そ
んなもの下らないじゃないか」というのが「くだらな
い」という語源です。少しネットで見たら、いわゆる
「東下り」の醸造品、みそ・しょうゆ・お酒の品質によっ
ては送られないものを「下らない」としたことで、そ
れが人の話にも「くだらない」と使われた由来の話で
ございます。
これを温めておいて、お酒を飲んだ時に使える話です
が、あまり広がっていませんので、ご活用ください。
会長挨拶らしくないですけれど、頭に残る話の方がい
いかと思いましてご披露しました。以上です。どうも
ありがとうございました。

新入会員のご紹介
スポンサー　西村　智久君

　皆さん、こんば
んは。新入会員、
みずほ銀行の北正
博支店長のご紹介
をいたします。芦
名支店長の後任で、
結構前から赴任し

ているのですが「いつ頃、入ったらいいか」というこ
とで、僕が「この懇親会がいいのでは、飲み会の方が
入りやすいよ」と言って今日の入会の運びとなりまし
た。
趣味などの欄に「ゴルフする」と書いてあるのですが
「ハンディキャップ 36」ですので、これは「ただ、す
るだけ」の話です。歴代のみずほ銀行の支店長はゴル
フが上手くなって帰っていますので、ぜひ上手になっ
ていただきたいと思います。
ご家族は、奥さま・ゆきこ様、ご長男・まさむね様、
次男・ひろまさ様ということです。単身赴任で、お子
さん２人が大学生と高校生ということで東京におられ
ます。ご本人は 49歳です。結婚記念日が米本会員と
同じ日。ただ残念ながら奥さんの誕生日が米本会員と
違って、違う日になっております。２つまで一緒とい
うことでありました。米本さんは入会記念も一緒です
よね。４つですよね。
趣味が「街歩き」ということです。少し暗い趣味だと
思いますので、「街歩き」ではなくて「末広歩き」にもっ
ていけるように皆さま方にお引き立ていただきたいと
思います。

以上でございます。

新入会員挨拶
みずほ銀行釧路支店長　北　　正博君

　皆さん、こんば
んは。初めまして。
ご紹介ありました
とおり私は、東京
大手町法人第一部
からみずほ銀行釧
路支店の支店長と

して４月に着任しました。今回は歴史と伝統のある釧
路ロータリークラブに入会させていただくことになり
まして、本当に光栄に思っております。
ご紹介にありましたとおり、私はみずほ銀行の大阪の
方で入行したのですが、生まれは室蘭です。室蘭に高
校卒業までおりまして、その後、北海道を初めて出て
大阪の大学に行きまして、そこで入行となっています。
その後は、東京や北九州など行っていましたし、北海
道の赴任も実は札幌支店で４年ほどやっておりまし
た。これが５年ぐらい前までやっておりましたので、
単身赴任として北海道での勤務は２回目となります。
そういう意味では道産子ですし、北海道勤務も２回目
で、ある程度の肌感覚は分かっているつもりですので、
こちらの釧路地域の皆さんに少しでも貢献できるよう
に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

新入会員のご紹介
スポンサー　杉村　荘平君

　皆さん、こんば
んは。ご紹介をさ
せていただきます。
皆さん、ご存知か
もしれませんが、
医療法人社団三慈
会の西池淳さんで

す。ご家族は奥様・あゆち様、ご長男・遼さん、次男・
悠さん、ご長女・こあゆさんです。それぞれ中学生と
小学生ということで、まだまだ子育て奮闘中で、年齢
は 55歳でございます。
私は去年の会長年度の前ぐらいから、このロータリー
クラブには日向先生がいらっしゃったり、もともとシ
ロアム病院の高岡先生がいらっしゃったりして、皆さ
んお亡くなりになって「お医者様が少し足りないな」
と思っていたところで、２年ぐらい前から一生懸命ご
訪問して口説かせていただきました。コロナの関係で
ワクチンの指定病院になられたりして、「興味がある
のだけど、もう少し待ってください」ということで待っ
ていたわけですが、いよいよここにきて「入らせてい

ただきます」とご快諾をいただきました。
これから紹介されますが、その時、たまたま横に事務
長がいらっしゃって「事務長も一緒に入れば」という
ことで事務長も入ることになりました。一気に２人と
いう大成果を上げることができました。おかげさまで、
ありがとうございます。
われわれこの年代になりますと、やれ腰が痛いとか、
やれ膝が痛いというご同輩が多いかと思います。何か
と西池先生とは仲良くしておいたほうがよろしいかと
思います。後ほど名刺交換などしてもらえればと思い
ます。
ご趣味はゴルフも麻雀もします。僕もたまたま末広で
お見かけしておりましたので、お酒も大丈夫だと思い
ます。皆さんとは短時間のうちに仲良くなれるのでは
ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　　　釧路三慈会病院院長兼理事長　西池　　淳君

　皆さま、こんば
んは。釧路三慈会
病院院長兼理事長
しております西池
淳と申します。名
誉ある釧路ロータ
リークラブに入ら

せていただくこと、感謝しております。この場を借り
てお礼申し上げます。
このロータリークラブに入るいきさつなのですが、杉
村さんから２年ほど前にご紹介ありまして、私はすご
く興味あったのですがコロナ禍で、いま第７波が起
こっていますが、その当時はワクチン接種もままなら
ない状況で、ワクチンの指定病院もなかなか集まるこ
とが少なく、開業医さんも含めてわれわれもやったの
ですが普及率も上がらないということで、一生懸命
やっているうちに２年間くらい経ってしまいました。
また、やっとロータリーに入れると思った矢先に、今
日もコロナ感染者が釧路管内で 240 名ほど出ており
ます。第７波、ＢＡ・５はかなり感染力が強いウィル
スであります。弱毒ではありますが気を付けて、スタ
ンスをとりながら回診をしていきたいと思います。
私は地元が釧路で、ずーっと釧路にいるのですが、実
は私の父がライオンズクラブに所属しておりまして、
その会に昔はよく出ていました。ライオンズクラブと
比較するのはとても失礼なのですが、著名な釧路の皆
さんがロータリークラブに入っていることも知ってお
りましたので、ぜひこちらに入りたいと思いました。
実は父の方のライオンズには、うちの三男の聡が入会
しております。

この度、私もロータリーで皆さまとお会いすることが
でき、本当に楽しみにしております。今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員のご紹介
スポンサー　吉田　潤司君
　皆さん、こんば
んは。今、杉村さ
んからもご紹介あ
りましたけれど、
われわれの新しい
仲間になります羽
田尚弘（はだたか
ひろ）さんをご紹介いたします。羽田とかいて「はだ」、
たかひろは、昔、北海道知事の堂垣内尚弘さんの尚弘
と同じ字を書いて「たかひろ」と読みまして、間違い
やすい字ですが羽田尚弘さんです。三慈会病院の理事・
事務長でございます。病院にお世話になる時は、西池
先生のところよりも前の羽田さんの関門で「あなた、
駄目よ」と言われたら、入れませんので仲良くしてい
ただけると思います。
昭和 41年 8月 21日生まれ、56歳です。西池先生と
違いましてゴルフはしません。麻雀はしません。お酒
はたくさん飲むそうで、趣味はお酒でして、先ほどの
杉村君のお話のとおり皆さんと仲良くなれると思いま
す。よろしくお願いいたします。
奥さまとお嬢さんがおりまして今、北海道科学大学５
年ということです。
これからロータリーに出て、皆さまといろいろお付き
合いさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新入会員挨拶
医療法人社団三慈会
　 釧路三慈会病院理事兼事務長　羽田　尚弘君
　皆さん、こんば
んは。初めまして、
釧路三慈会病院事
務長の羽田と申し
ます。この度は歴
史と伝統のある釧
路ロータリークラ
ブに入会させていただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は昭和 60年に市内の高校を卒業して、病院に勤め
てもう 40年弱になります。社会貢献活動の経験が全
くございません。これからはロータリークラブの活動
通じまして、地元釧路に少しでも貢献できるよう頑張
りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

新入会員のご紹介
スポンサー　濱口　憲太君
　皆さん、こんば
んは。八幡好洋さ
んのご紹介をさせ
ていただきます。
八幡好洋さんは女
性専用のフィット
ネスクラブ・カー
ブスを釧路市内は元より、札幌、北見で展開されてい
る株式会社プライムネスの代表取締役であります。
年令は昭和 54年生まれで 42歳です。私より３歳若
くて、奥さま、そして小学校のお子さまお２人の４人
家族です。
趣味ですが、ゴルフ・麻雀等は行われないのですが、
趣味の欄に「サウナ」の記載がありまして、釧路を代
表するサウナ―の一人ということです。ＮＨＫの特集
などでＭＯＯの前でサウナに入って取材を受けたこと
もあり、かなり今をときめく趣味をお持ちになってい
ます。
入会の動機、きっかけは、たまたま某居酒屋で食べな
がら別件で打ち合わせをしていたのですが、その時偶
然に村上さんがお店に来ていただきまして「村上さん、
お疲れ様です。せっかくですからどうぞ」ということ
で、八幡さんを交えて村上さんとロータリーの話に
なったら、その後、これもまた偶然なのですけれど、
当時の杉村会長と市橋幹事もお越しいただき、杉村会
長を交えながらロータリーの話が過熱した結果、八幡
好洋さんも入会の意志が整ったということでございま
す。
それでは皆さま、八幡好洋さんをどうぞよろしくお願
いいたします。

新入会員挨拶
株式会社プライムネス代表取締役　八幡　好洋君
　改めまして、皆
さまこんばんは。
ただいま、ご紹介
いただきました株
式会社プライムネ
スの代表をしてお
ります八幡好洋と
申します。女性向けのフィットネスクラブの運営を
行っております。2006 年に 1号店を釧路旭町にオー
プンしまして、満 15年、16年目になります。
今、ご紹介にもあったのですが、先日、以前にお世話
になった尊敬する先輩の皆さまに食事を一緒にさせて
いただく機会がありまして、そこでロータリーのお話
を聞いて、お声がけをいただきました。歴史と伝統の

ある釧路ロータリークラブにお声がけいただけること
は本当に光栄なことと思いまして、入会を決意させて
いただきました。
僕自身、本当にまだまだ勉強不足で足りないところあ
ると思っています。ロータリーのこと勉強させていた
だきたいと思いますし、先輩の皆さまから教えをいた
だきながら少しでも釧路の街に貢献ができたらという
思いでおります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

歓迎の言葉　滝越　康雄会長
　４名の方、ご入
会おめでとうござ
います。いつもで
したらそれぞれの
個人のお名前を申
し上げるのですが、
人数が４人一斉な

ので４名様という表現で失礼します。
まずは、おめでとうございます。皆さんのご入会を心
より歓迎を申し上げる次第でございます。入会に際し
まして私からお話させていただくことは、できるだけ
例会、および委員会に出席いただいて、その中でクラ
ブの良さ・楽しさ、メンバーの温かさを感じ取ってい
ただければと思います。
言い伝えか何かの規定かと思っていましたら、これは
ＲＩの規定でした。『出席のパーセンテージで３・４・
５・６』という有名な項文で、規定がございます。
「出席の３」は、この釧路クラブに年間３割は出るよ
うに、と。メークアップという制度でも出席になるの
ですが、自分のホームグラウンドは手を抜かないよう
にという規定が３です。
「出席の４」は、連続４回以上の欠席をするのではな
いよ、と。これは悪いことで癖になるのです。私も体
験ありますけど、１～２回から広まっていったら出た
くなくなるので、そこは避けていただきたいと思いま
す。
「出席の５」は、年間の出席率では５割以上で頑張っ
てほしい、と。頑張るという表現というよりもそうい
う規定になっていますので。
「出席の６」は、例会１時間のうち６割以上はいなさい、
と。私、これには自信がないですけれど、規程変わっ
たのではないかなと思ったのですが、そういう文言が
ありますので心掛けていただきたいと思います。
委員会配属ですが、西池淳

君がクラブ会報・雑誌委員会。北正博君、羽田尚弘君、
八幡好洋君は親睦委員会で揉まれてください。以上、
配置でございます。
何かありましたら今ご紹介した委員長や入会者の推薦

者にご相談いただければアドバイスいただけると思い
ます。１日も早くロータリーに慣れて、楽しい例会に
参加していただければと思います。
私ごとですけれど、大勢の中でコンスタントに在籍し
ていく場合、２人ぐらいの親密な友達をベースにして
いった方がいいと思います。２人の話し相手がいれば、
それが長い在籍のコツと思います、余計なことですけ
れど。
孤立しないように、なるべく出席していただいて頑
張ってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

司会　親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会委
員長の横田です。本
日は司会を務めさせ
ていただきますの
で、皆さまどうぞよ
ろしくお願いしま
す。

本年度最初の夜間納涼ビアパーティーですが、名付け
て『ザ・滝越シップ 86出発せよ』と題しまして楽し
く皆さんでおいしいビールを飲み、１年間の抱負を大
いに語って、楽しい時間を過ごしていただきたいと思
います。
本日は委員会ごとのテーブル配置となっております。
いつもと違った顔ぶれかと思いますが交流を図り、楽
しい夜にしていただきたいと思います。
それでは開会宣言をクラブ運営委員会・佐藤大委員長
よろしくお願いいたします。

開会宣言　クラブ運営委員会　佐藤　貴之委員長
　皆さん、こんばん
は。クラブ運営委員
会の佐藤です。まず
は新入会員の皆さ
ま、入会おめでとう
ございます。
いよいよこの滝越
シップ、出発の時がやってまいりました。
新入会員の皆さま、ロータリークラブを楽しむために
は、まず、普段の例会よりもこの夜間例会です。でき
れば一次会よりも二次会、二次会よりも三次会、三次
会よりも四次会に参加していただければ楽しいロータ
リー生活が待っているのではないかと思います。
それでは皆さま、大変お時間かかりましたが、これよ

り滝越シップ 86、開会いたします。

乾杯のご発声　舟木　博パスト会長
　皆さん、こんばん
は。やぁ、本当に久
しぶりに夜間例会に
出ました。皆さんの
顔を見て本当に嬉し
いです。それととも
に顔と名前の知らな

い会員がたくさんいるので１～２年間のブランクを感
じます。本当に生きてこうやって出られるのが嬉しく
てしょうがないです。実は抗がん剤がきつくて、ほと
んど横になっていた時間が１年間ぐらいありましたの
で、今は本当に天国みたいな感じでおります。
滝越会長年度ということで、私はお願いした経過があ
りました。実は、三顧の礼をもって、１回目断られて、
２回目断られて、３回目か４回目にやっと受けていた
だいた経過を思い出します。
今日は全国で 20万人を超えるコロナ患者が発症する
中、勇気を持って参加していただいた方にお礼を申し
上げたいと思います。
そんなわけで今日は、皆さんに参加していただいた勇
気に感謝すること。また滝越丸が１年間無事に過ごす
ことができますように、それを祈念して乾杯したいと
思います。
皆さん、ご起立お願いします。
それでは、
「乾杯」ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　余興
　　（三役と親睦活動委員会によるアテレコ劇場）

今年１年間の抱負
プログラム委員会　村上　祐二委員長

　ご紹介いただきま
した本年度プログラ
ム委員会を担当させ
ていただきます村上
です。
私は在籍８年ぐらい
でプログラム委員会

は初めてで、分からないものばかりでございます。ど
うかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
近況報告を１つ。私ごとですが 10年振りに３回目の
痛風になりました。これが大変でして、もちろん仕事
は通常どおりやらないといけないわけです。何が大変
かというと、足が腫れて靴が履けない。
そんな時に、この釧路クラブ会員の某企業の社長様か
ら「ちょっと見て欲しいものがある」と。下見に行か

なきゃいけないのですよ。どうしようか、靴がはけな
い。しょうがないからサンダルを履いて行ったのです。
これ、下手したら怒られるのではないかなと。恐る恐
る会社を訪問して「すみません、こんな格好で失礼し
ます。私、痛風になってしまいました」と言い訳をす
ると、そこの社長さんが「親指が腫れているの」と聞
くので「はい」と。そして「僕は、かかとが」と言う
のです。よく見たらサンダルを履いているのですよ。
これで、セーフだと思って。
今日、いらっしゃるか、梁瀬さんですけど、その節は
大変失礼しました。
怪我の功名とは言わないですけれど、こんなこともあ
るのだなと思って、貴重な体験をさせていただきまし
た。
１年間、頑張りますのでよろしくお願いいたします。

クラブ研修委員会　天方　智順委員長
　皆さん、こんばん
は。ロータリーは会
長が終わるといろい
ろな役目があるので
す。会長が終わると
直前会長、一番役目
がないのは直直前会

長で何もないのです。３年目にオートマチックで研修
委員長が待っています。４年目にＳＡＡです。
３年目、研修委員長。やっと毎年の活動計画を書くこ
とができまして、ありがたく思っています。何よりも
私は、こういう性格ですから「ちょっと楽をしようか
な」と思いつつも、皆さんにちょっとピリピリと辛み
を効かせたようなこと、ストレスではなくて、負荷で
はなくて、負担ではなくて、ちょっとした電機治療み
たいな負荷をかけたいと思います。
今年は情報集会、炉辺会合を２回やりたいと思います。
滝越会長と相談のうえ、皆さんに負担をかけない負荷
をかけていきたいと思います。何卒ご理解のほど、よ
ろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございます。

社会奉仕委員会　岩田　信一委員長
　こんばんは。社会
奉仕委員会の委員長
を務めさせていただ
きます岩田と申しま
す。
ここ何年かは社会奉
仕委員会で例会を

持っていなかったのです。「例会がないから」という
ことで受けたのですが、いきなり９月に例会があると
いうことで、いま着々とその内容を準備させていただ

いております。
委員会のメンバー４人とも素晴らしい人たちばかりな
ので、その人たちと１年間、一緒に頑張っていきたい
と思います。
１年間、よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会　東堂　光春委員長
　こんばんは。私ご
とですが、なゆたの
会で優勝させていた
だきました。ありが
とうございました。
（拍手）市橋さん、
今いないですかね。

前半は結構たたかれていて、僕はいい位置にいるなと
思ったら、後半に市橋さんがグイグイ上がって来るの
です。そしたら 39で回られて、ゴルフではあるある
なのですが、最終的に勝ったのです。ありがとうござ
いました。
次の目標は、前田さんを目標にしていますのでよろし
くお願いします。全然関係ない。
野球大会、先ほど言いましたけれども、土曜日 8時
半からありますので、ぜひ開会式ご参加いただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
以上です。

米山記念奨学会委員会　荒井　剛委員長
　皆さん、こんばん
は。米山記念奨学会
委員会の荒井です。
　　　　　　
米山の関係の委員会
になったのは、ロー
タリーに入って初め

てでしたので、先ほど滝越会長が話されたように、先
週末の土日に旭川で米山財団セミナーがありましたの
で行ってまいりました。午前 10時から午後４時まで
の長丁場で、午前中が終わった時点で「午後も結構長
いのでちゃんと頑張りましょう」と滝越会長と中島幹
事に話をしたところ、「当然じゃないか、見捨てるわ
けがないじゃないか」と言っていただきました。そう
ですね、と思って最前列で聞いて４時に終わって、「お
疲れさまでした」と見たら、とっくに帰っておられて。
あとで気付いたのですが、２時半ぐらいに「お先に失
礼」とショートメールが来ておりましたので、こんな
ものかなと思っています。
肝心の委員会のことですが、米山委員会は残念ながら
釧路ロータリークラブは留学生を抱えておりませんの
で、米山委員会の行事としては先ほどから出ておりま
す。なゆたの会と連携させていただきまして、その際

に寄付を募らせていただくところがあります。
その関係で今年こそは、私もゴルフ始めてみようかな
と思っております。ただ、私はハンデが 36ですので、
みずほ支店長、今年一緒にやって 36から少しずつ上
がっていきましょう。今年１年、よろしくお願いしま
す。

親睦活動委員会　横田　英喜委員長
　親睦活動委員会
委員長の横田です。
ちょうど１年前に
雑誌・広報委員長
として、東京オリ
ンピック終わった
時に池田さんと一
緒になって「池横ペア」発言をしたのはこの会だった
と。その池田さんも６月にいなくなり、悲しんでいる
ところにこのような重たい委員長を仰せつかって、ま
さか１回目に宇宙人になるとは思いませんでした。
親睦活動委員会は、このロータリークラブの夜間例会、
またロータリーの会員が楽しく過ごせるような会を作
り上げていくのが役目であります。委員会も今日見て
分かるとおり皆さんで協力しております。ぜひ、会の
皆さんの協力もなければ成り立ちませんのでご協力を
よろしくお願いします。
以上となります。ありがとうございます。

司会　横田　英喜委員長
　宴もたけなわですが、そろそろお開きの時間となり
ました。ロータリークラブの恒例の『手に手をつない
で』を行いたいと思います。皆さま、会場の周りになっ
てお集まりください。本日はコロナの関係もあります
ので、エアで手をつなぐことでよろしくお願いいたし
ます。ソングリーダーは発表いただいた委員長の方、
よろしくお願いいたします。

　　　　　　（手と手につないで）

中締めのご挨拶　杉村　荘平直前会長
　何かすごいニックネームが付いているのですね。定
着されているようで、不本意でございます。何を仰い
ますか。何のことでしたか。

皆さん、こんにちは。
元気ですか！　
ちょっと、イマイチ
ですね、すみません。
見習いパスト会長の
杉村でございます。
よろしくお願いいた

します。
今日は納涼ビアパーティーにうってつけの釧路には素
晴らしい天気の中、夜例会が初めてできたこと嬉しく
思います。ありがとうございました。そして、横田委
員長をはじめとする親睦委員会の皆さん、去年工藤委
員長を親睦委員会に入れてなくてよかったなと思った
ぐらいの素晴らしい台本と設え、素晴らしい例会を開
催していただき本当にありがとうございました。
滝越年度の皆さん、１週目から表敬訪問で、２週目に
ガバナー公式訪問で、忙しいスタートだったと思いま
す。実は去年コロナの関係で表敬訪問ができていませ
んでしたので、１年間のブランクがある中、ご準備に
は大変ご苦労されたと思いますけど、素晴らしい例会
が開催できて良かったと思っています。
この１カ月は見習航海ということで、湾の中を航海始
めたかなと思います。いよいよ来月からは外海に出て
本格的な航海になると思います。晴天の日も続きます
が、たまには嵐の日もあることだと思います。
改めまして、われわれメンバーが一丸となって滝越丸
を支えることを誓い合って、そして滝越丸の皆さんが
コミュニケーションよく、何があってもしっかり仲良
く連絡を取り合って、嵐を乗り越えていただくことを
誓い合いまして、この素晴らしい例会を終わりにして、
来月からの滝越年度の船出をみんなで誓い合って、喜
んで進んで行きたいと思います。
それでは締めということで、三本締めで行きたいと思
います。
それでは滝越年度がこれから１年間しっかり航海に出
て、来年の６月に素晴らしい航海を終えて帰ってくる
こと、それからここにいらっしゃいます釧路メンバー
の一同がますます健勝でこの１年を過ごせますことを
祈念しまして、三本で締めたいと思います。
それではお手を拝借、
（三本締め）
ありがとうございました。

本日のニコニコ献金

■舟木　　博君 　久しぶりの夜間例会です。皆さんに会えて嬉しいです。
■東堂　光春君　第 4回ナユタの会で並みいる強敵をおさえ、見事優勝することが出来ました。

今年度累計　　45,000 円　　
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