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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長井会長 

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 奈良 清成会員 

 

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    亀井 麻也会員  Ｓ44. 8. 28（46歳） 

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

皆様、こんばんは。 

 先日のガバナー公式訪問は皆様のご協力により、

何事もなく終えることが出来ました。心より御礼申

し上げます。 

 

 

 なお、RI第 2500地区高橋地区幹事よりお礼状が

届いておりますので紹介させていただきます。   

盛夏の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び

申し上げます。さて、この度の御地公式訪問に際し

ましては、御多様の中充分な準備をなされまして私

達を受け入れていただきました。心をつくされまし

た歓迎に感謝を申し上げます。そしてありがとうご

ざいました。1週間の道東 9クラブの訪問を終え本

日より東堂ガバナーは第 2分区～第 4分区へ出発致

しました。皆様方との出会いは、私にとりまして、

ロータリーを本当に学ばせていただきました。 

10月は当地、旭川市にて皆様との再会を楽しみにし

ております。取り急ぎ御礼の一筆とさせていただき

ます。敬具 

2015年 8月 10日 地区幹事 高橋朝光 

 新しい期が始まりまして２か月がたちますが、引

き続き皆様のご協力をいただきながら、より良いク

ラブにしていければと思っております。 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

8 月 22 日の親睦家族同伴パークゴルフ大変お疲れ

様でした。 



****    2015年 9月のロータリーレートは 1ドル＝124円

です。 

****    釧路ザンタレなんまら盛り揚げ隊より、Ｂ－1 グ

ランプリ iｎ＋キックオブパーティーの案内が届

いております。 

****    根室ロータリークラブより 9月プログラムと会報

が届いております。 

****    2015－2016地区大会 10月 16、17日は計 13名の

会員が参加致します。 

****    釧路南ＲＣ9 月例会プログラムのご案内と出欠を

事務所にお願いします。 

    

    

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 亀井 麻也会員  誕生祝として 

 木内 治彦会員  8月 22日家族例会のパーク 

ゴルフで優勝しました。 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    会員卓話（会員卓話（会員卓話（会員卓話（5555 分間スピーチ）分間スピーチ）分間スピーチ）分間スピーチ）    」」」」    夜間夜間夜間夜間例会例会例会例会    

                                                            担当担当担当担当    出席プログラム出席プログラム出席プログラム出席プログラム委員会委員会委員会委員会    

 

◆寺口美由紀会員◆寺口美由紀会員◆寺口美由紀会員◆寺口美由紀会員    

 

 

 

 

 

 

私はスナックを始めて 1年９ヶ月になります。 

最初はカウンターだけの狭いお店でした。 

半年が過ぎ、満席で帰られるお客様がおられたこと

もあり、３階の広いところが空いていたので、移転

することにしました。場所が末広でもちょっと離れ

ているので、わざわざ来ていただけるお客さまには

申し訳なかったのでとてもよかったと思いました。 

でもその分、コストもかかり色々な面で大変です。

家賃の面、広いのでスタッフの手配などいろいろな

問題もでて大変ですが、人が好きな私にとってはこ

の仕事が最高の転職だと思っています。 

お客様が帰られる際や、後からお手紙を頂いてお店

に来て楽しかったと言ってもらえると本当にこの仕

事を選んで良かったと思えることが幸せです。 

ロータリーもそうです。前に務めていた同僚の福井

さん亀岡さん長江さんを始め、お店をやったことで

色々な人との出会いがあります。 

今まで働いていた会社の方に３０年ぶりに出会えた

り、学生の頃の同級生に会えたりと嬉しい事がいっ

ぱいで、色々な方とも知り合いなれて、皆さんに協

力していただいてとてもありがたく思っています。 

 

 

 

◆宮崎結華会員◆宮崎結華会員◆宮崎結華会員◆宮崎結華会員    

 

 

 

 

 

昭和４６年１０月１２日 

宮﨑 誠・昌子の第３子として 2432ｇの未熟児で生

まれる。 



６歳までは小児ぜんそくのため、激しい運動や外で

遊ぶことは出来ず、親の目を盗み外に遊びに行って

は発作を起こす、幼稚園は当然送り迎え・・・と言

った日々をすごしていました。 

喉にいいし、太らないからと、麦芽の水あめを朝・

夕とカレースプーンに１杯ずつなめており、結果、

駒場小学校入学時には３８キログラムと、超肥満児

になっておりました。 

特別いじめにあった記憶はなく元気よく過ごし、こ

れだけの肥満児ではありましたが運動がだいすきで、

２年生になると特別にスピードスケート同好会に入

れてもらい高学年のお兄さんお姉さんたちとスケー

トに明け暮れておりました。 

体育の授業でスケートがあると嬉しくてスケートだ

け持ちランドセルを家に忘れ、母が届けてくれ、下

校時にはスケートだけ持ち帰り、用務員のおじさん

がランドセルを家に届けてくれる・・・そんな子で

した。このころは多動児か・・・と言うくらいうる

さかったようで、当時の丸三鶴屋のおもちゃ売り場

で笑い袋を買ってもらうとその場で笑い袋の真似を

しながら歩く、また、マネキンによじ登りマネキン

を倒す、お雛さんの時期にはお雛さんの７段飾りに

よじ登っていく・・・その度に母と、姉は謝って歩

いたそうです。同時期母は父に「結華の事がかわい

くないの？」と、言うくらい怒られていたとか… 

小学校３年生で美原小学校へ転校・・・思いっきり

いじめにあいます。それもそのはず、３年生の頃に

は１４０センチそこそこで、５７キロのスーパー肥

満児・・・格好の的です。 

すぐさま すこやかクラブに入会することになり奮

起した私は卒業時にはすこやかクラブ始まって以来、

標準体重となり表彰され卒業！ 

スケートは続けておりましたが、途中両膝に水をた

めてしまい辞めることになり、縁あって３年生の中

体連で人数合わせで出場した砲丸投げで優勝。 

これがきっかけとなり高校時代は、陸上部で砲丸投

げ・円盤投げをやり、３年生の時にインターハイ出

場。帰りの飛行機の中で「私、明日から痩せるか

ら！！」と減量を始め現在に至っております。 

いざ、進路となり、特別何も考えていなかった私は

嫌いではないし・・・と言った理由で看護学校受験

しますが、高２の夏にヘルニアで入院していたのが

原因で落ち、翌年も受けるが同じ理由で落ち・・・

高校の担任のところへ駆け込みます・・・。 

そうしたら、こんな学校が出来たぞ！と紹介してく

れたのが日栄専門学校！！飛びつきました。 

幼少期、サンデー九を夢中で見ていた私は施設で働

きたいとは思っていましたが当時は情報もなく、学

校もありませんでした。天職だ！！と飛びつき入

学！楽しかった、とにかく楽しく過ごしますが９か

月が過ぎたころ、家庭の事情により自ら退学します。

しかし天職と飛びついた福祉の道をあきらめるのは

考えておらず、身体障害者療護施設に努めます。19

歳の時です。仕事しながら資格を取得し、努めてお

り平成 12 年、介護保険スタートと同時に在宅介護

に移ってからは現在に至るのです。しかし在宅に移

ってからは激動でした。コムスンでしたので、就職

してすぐの６月には大規模な統廃合があり、落ち着

いたなあと思ったら、会社がなくなる・・・。でも、

あきらめきれなかった私は、どこかに属していたら、

何か事があるたびに継続できないんだと・・・・。 

だったら、自分でやればいいんだ！と、言うことで

会社を立ち上げることになります。 

しかしながら正直気持ちはおれており、責任職はも

う嫌だ！と病院の相談員でも・・・と思っていた頃、

仲間が奮起してくれます。そのお陰でもう一度・・・



と奮起することができました。一人ぽっちではとう

ていできるはずもなく、周りにたくさんの仲間がい

てくれたお陰と、感謝しております。 

それからは、生活支援とは、継続して初めて意義が

ある！！を信念に今日を迎えております。４月から

新規事業のサ高住も付帯移転した在宅介護事業もま

だまだ落ち着く様子はありませんが、これからも、

謙虚に感謝の気持ちを忘れず、おごらず日々一歩ず

つ進んで行きたいと思っております。 

今後は、身体障害の施設も視野に入れながら事業を

継続していきたいと考えております。 

止まったら最後！待ってくれている方々がいる限り

歩み続けていくことを新たに決意するとともにつた

ない話ではありましたが、私の話とさせていただき

ます。 

 

 

◆澤山理恵会員◆澤山理恵会員◆澤山理恵会員◆澤山理恵会員    

 

 

 

 

 

みなさん、こんばんは。 

本日新入会員卓話をさせていただきます澤山理恵

と申します。入会式の時にもお話させていただきま

したが、私は、昭和 52 年生まれで現在 37 歳です。

今年の11月で 38歳になります。一度は結婚しまし

たが、今は4年生の息子と2年生の娘と両親と暮ら

しております。つたない話をしてしまうと思います

が、約10分間お付き合い下さい。 

私の職業分類はサービス業で、オリエンタルプラザ

ビル3階で紅衣を経営しております。前オーナーの

山本美穂さんが南クラブにいたこともあり、皆様と

は以前よりお店でお会いしておりますので、入会す

るのであれば釧路南ロータリークラブにと考えて

おりました。しかし、なかなか自分の気持ちの中で

決意ができなく、ましてや今年の1月からお店を山

本美穂前オーナーから買取をして、経営を始めまし

たので、気持ちにも余裕が無かったのが正直なとこ

ろです。そんな私の背中を押してくれたのが、スポ

ンサーでもある長倉さん、奈良さん、上川原さんで、

クラブメンバーの皆さんにも何度もお店に来てい

ただき、ロータリーの話をたくさんしていただいた

ことで、こんな私ですが入会させていただくことと

なりました。 

入会して早いもので2ヶ月が経ち、少しずつではあ

りますが、緊張がほぐれてきています。しかし、人

前で話すことが苦手でこのような高い席より皆さ

んの前で喋ると手が震えてしまう有様です。今日の

卓話の連絡をもらってから毎日が生きている気が

しないくらい、胃が痛くなる毎日でした。しかし、

ロータリークラブに入会させていただいたのは、こ

の苦手なことを克服し、人前で今日のように紙も見

ずに話せるようになり、そして見聞を広め、自分の

教養を高め、成長したいという気持ちもあり決意い

たしました。やはり人前で話しをした時に失敗した

らどうしようとか恥をかくのが嫌だって考えてし

まっています。以前、『会社を経営していくことで

は失敗はできないけど、ロータリーの例会で失敗し

ても会社は無くならない！人は失敗から学び、成長

する!』と話して下さった方がおりました。とても

勇気づけていただき感謝しております。 

今の私ではお店の経営もまだまだヒヨコでありま

すので、皆様からご指導を戴き、そして皆様から多

くを学んでいきたいと考えておりますので宣しく



お願いいたします。 

10 分ってこんなに長いんですね～だんだん歳を重

ねていくたびに時間が経つのが早く感じますが、今

日のこの場所に立つと時間が止まっているように

感じます。 

話は変わりますが、私は、現在の仕事に就いたのが

今から20年前の18歳の時にこの業界に飛び込みま

した。途中結婚をして5年間は離れておりましたが、

釧路に帰ってきてから現在までこの業界におりま

す。私がこの業界でお店をもって経営者になったの

は、私が初めて務めたお店の経営者に出会ったこと

がその気持ちにさせたと思います。あの時に出会っ

ていなければ今お店をもって経営者になろうなん

て思ってもいなかったと思うし、離婚して釧路に帰

ってきた時に前オーナーの山本美穂さんから声を

掛かけもらえてなかったら私は今何をしてたんだ

ろうって・・・今日の卓話で何を話そうかなって考

えていた時にそう思ってしまいました。人との出会

い、めぐりあいが自分の人生を変えるんだなってつ

くづくそう思ってしまいました。今回、釧路南ロー

タリークラブに入会したことで多くの人と出会う

ことができました。しかし、例会に出席してこそ自

分を高めることができますし、出会いも生まれてく

ると考えます。人が自分を変えてくれるのではなく、

自分で変わろうという気持ちをもち、行動しなくて

ならないと考えます。例会に出てくることで刺激を

もらい、コミュニケーションをとることで多くを学

ぶことができると思います。入会を決めるにあたっ

て勇気づけてくれた方が『会費が高いと感じるか安

いと感じるかは自分次第だ!』とも言って下さいま

した。ロータリーは経営を学ぶ団体ではないと思い

ますが、奉仕活動から経営につながる知識を学べる

場所であると思っております。自分の考えを持ちそ

の考えが正しいのか、正しくないのかを判断できる

のは例会や多くの方々とのコミュニケーションか

らだと思いますし、悩み事に関しても一人で考え込

むのではなく、周りの方々に判断を仰ぐのではない

けれど、判断材料として会議からヒントをもらうな

どができると思いますので、できる限り例会に出席

します。そして例会で学んだことを自分だけのもの

にせず、お店のスタッフと共有していくことが大事

だと考えますし、お店の経営にも活かしていけるよ

うにしていきます。また、スポンサー、クラブメン

バーの皆様にご迷惑をお掛けしないよう早くにロ

ータリアンの精神を身につけて行くように努力い

たします。これからも皆様ご指導ご鞭撻を宣しくお

願いいたします。また、お店のことでお気づきの点

がありましたらどんどんご指摘をしていただけれ

ばと思いますので、併せて宣しくお願いいたします。 

最後になりますが、今回の卓話の御蔭で忘れかけて

いた初心を思い出すことができ、また、これからの

自分に喝をいれることができました。ロータリーに

入会していなかったら、深く振り返ってなかったと

思います。今回このような機会を与えていただいた

ことに感謝しております。ありがとうございます。 

以上新入会員卓話とさせていただきます。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

９月４日（金） 

「 職業紹介例会 」夜間例会 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 

 担当：奉仕プロジェクト委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        長井会長 

今週の会報担当：亀井麻也会員 


