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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           佐藤会長 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

・・・・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    

「我らの生業」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 寺口 美由紀会員 

 

    

    

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

高橋 康成会員  Ｓ61. 7. 25（30年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    奈良 清成会員  Ｓ46. 7. 23（45歳） 

 福井 克美会員  Ｓ24. 7. 25（67歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井会員 

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。来月の第１例会は駒形曙美ガバ

ナー公式訪問例会となっております。先の事ですが、

是非優先順位調節で時間を作って頂きたいとお願い

します。さて、今日から第３２回くしろ霧フェステ

ィバルが国際交流センター並びに耐震バース岸壁を

会場にして日曜日まで開催されます。協賛・寄付・

協力の新聞広告には、第７分区のロータリアンは勿

論、間接的にも地域・管内のロータリアンも関わっ

ていると思います。私も約１０年前、前後５年間金

曜日のスタートから日曜日のフェスティバル終了ま



で参加したことがあります。それは釧路管内唯一の

硬式社会人野球チーム「ブレーブくしろ」というチ

ームの支援のため、会場で芋団子と、フライドポテ

トを販売したのです。「ブレーブくしろ」という野

球チームは平成１０年、高校硬式野球・球児卒業後

の受け皿として結成されました。現在道内１４ある

クラブチームとしてクラブ選手権を戦っています、

相手はクラブチームとは言えもと大昭和製紙や王子

製紙・新日鉄室蘭などの企業を離れたチームが母体

の強豪です。クラブ選手権の上は JR 北海道などが

道代表やトヨタや日本生命などが東京ドームで日本

一を争う都市対抗野球です。平成 12 年に有志によ

り「応援する会」を作りクラブ結成の事務局次長と

して私も手弁当で、クラブ遠征費・用具・維持経費

集めに奔走しました。軟式野球のボールが 1個 600

円の所、硬式野球は 1個 1,300円とすべての道具が

倍以上のため少しでも補助に充てようと、くしろ霧

フェスティバルに出店したのです。発足当時は会員

も 300人くらい集まり、強い絆で結ばれたスタッフ

も多くできました。会員の皆様も色々団体に関わっ

ていると思いますが、これが当時私の奉仕であり思

い出の一つです。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告        木内副幹事木内副幹事木内副幹事木内副幹事    

 

 

 

 

 

 

 

 

****    釧路市平和都市推進委員会より、釧路市民戦災死

没者慰霊式並びに平和記念式のご案内が届いてお

ります。式典は 8月 15日（月）午後 1時 30分か

ら栄町平和公園A面（噴水側）にて開催予定とな

っております。当日、献花を方は 7 月 28 日まで

に幹事まで連絡ください。 

 

****    8月 5日（金）ガバナー公式訪問となっておりま

す。16 時集合予定となっておりますので当日は、

よろしくお願い致します。 

****    地区大会のご案内を回覧しておりますが、あらた

めて配信しますので、出欠確認よろしくお願い致

します 

****    7月 25日（月曜日）理事、役員会が 18時 30分、

乃風にて開催されますので、よろしくお願い致し

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        亀井親睦委員長亀井親睦委員長亀井親睦委員長亀井親睦委員長    

・本日のニコニコ献金 

 高橋 康成会員  入会記念祝として 

 奈良 清成会員  誕生祝として 

 福井 克美会員  誕生祝として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会        福井出席プログラム委員長福井出席プログラム委員長福井出席プログラム委員長福井出席プログラム委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・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    

「「「「    新入会員卓話新入会員卓話新入会員卓話新入会員卓話    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    会員選考会員選考会員選考会員選考委員会委員会委員会委員会    

◆早津会員早津会員早津会員早津会員 

 

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。今年4月より釧路南ロータ

リークラブに参加させていただいております株式

会社明作の早津壮史と申します。 

本日は、卓話の機会を頂戴し、誠にありがとうござ

います。私が社長に就任してはや1年が経ちました

が、この1年間で感じた苦悩と、これからの心構え、

決意について、これまでの体験を踏まえて、お話し

させていただこうと思います。はじめに、簡単な会

社説明をさせていただきます。株式会社明作は、創

立34年目の技術系の会社です。（カッコよく言えば

金属加工業、簡単に言えば鉄工所です） 

しかし、鉄工所と言っても、道内外のゴミ処理設備、

上下水道設備、環境プラントなどの機器を製作した

り、据付等も行っております。釧路市でいえば入江

町の古川終末処理場や愛国浄水場、士幌町のバイオ

ガスプラント、現在は日本製紙釧路工場のクラリフ

ァイヤと呼ばれる直径が５ｍ、高さ７ｍもある大き

な水処理装置も手掛けております。もともと明作は、

私の祖父が設立した会社で、私は３代目になります

が、当時は社長に就任するということ自体が不安で

仕方ありませんでした。不安だらけの中、昨年参加

した北海道銀行殿主催の「道銀経営塾」は私の中で

大きな“意識改革”をおこしました。道銀経営塾の

受講期間は１年間で、月に１度か２度参加し、タナ

ベ経営を講師に招き、「経営とは」をイチから学ぶ

場でした。同期となる塾生は、道内企業の社長や重

役で、ほぼ私と同年代の方々ばかりでしたが、そこ

で私は衝撃を受けました。私を含め、同期生は３０

人おりましたが、私以外のほとんどの塾生が「経営」

についてそれぞれの考えを持ち、社長や重役として

の自覚や知識が備わっていたのです。圧倒されまし

た。てっきり経営の素人が、経営のイロハを学ぶた

めに参加しているものだと思い込んでいたからで

す。ところが、私以外のほとんどの塾生は、知識や

スキルをさらに磨こう、もっと高いところに行こう、

今の会社をよくしよう、そういった決意を持った塾

生ばかりでした。（私の認識の甘さを痛感しました） 

私は、社長になるまで、得意先への営業や、工場の

管理しかやってこなかった背景もあり、外部とは非

常に狭い、限定的な範囲の交流しかありません。 

当然の事ながら、知識やスキルも限定的なものにな

っておりました。そのため、「あ、オレが最後尾（ビ

リ）だな」と。私はそのとき悟りました。いつもの

悪いクセで、私の身体を劣等感が支配し始めました。 

まるで毒に侵されたようになり、自分のチカラを

100％出せなくなります。このメンバーで 1 年間勉

強するのか、と考えると、憂鬱で仕方ありませんで

したが、そんな中、ふと気が付きました。「これ以

上順位が落ちないなら、上にあがるしかないよな」

と・・・・。それから1年が経ち、今になって考え

てみると、私の中で、ふたつの“意識改革”が起こ

っていたことに気が付きました。ひとつは、「経営

者として、まだまだ自分は無力である」ということ

を身を以て体験した。ふたつめは、「多方面に広が

った“縁”により、視界が広くなった」という事で

す。これらを“財産”と呼んでいいのかはわかりま

せんが、「無力であることに気が付いた」ことで、

経営者になるという事は、今までの実績や経験を一

度すべてリセットし、今までとは違う道、違った目

線で物事を考えるという事を、まさに身を以て体験

しました。当初、他の塾生の高い自覚と知識に圧倒

され、劣等感を持っていた私ですが、1 年を通じて

他の塾生も結局悩むところは同じなんだという事

を知り、私だけじゃない、という安心感が塾生同士

の間に一体感を芽生えさせ、あらたな「縁」も生ま

れました。異業種との交流により、限定的だった視

野が広くなり、物事のとらえ方、自分とは180度異

なった目線で物事を考える「物事の多面性」を知り

ました。肝心な経営についてよい成績で卒業はでき



ませんでしたが、新人社長なりの自覚、そして、さ

らに広がった「縁」は、まさに“財産”と呼ぶにふ

さわしいと考えております。そしてまた、私はここ

で、あらたな財産を手に入れようとしています。劣

等感に支配される悪いクセは無くなっておりませ

んが、ロータリークラブの基本方針（？）である社

会奉仕活動に努め、新人ロータリアンとしても、新

人社長としても、ひとりの人間としても、まだまだ

成長したいと願っております。みなさま、今後とも

“新人の”早津壮史を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。 

 

◆亀岡会員選考委員長◆亀岡会員選考委員長◆亀岡会員選考委員長◆亀岡会員選考委員長    

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆さんこんにちは。本日は新入会員卓話例会

ですが川野さんと早津さんを予定していましたが、

急遽川野さんが欠席になりましたので私から報告

させていただきます。 

1、まず健康に付いてですが、私は腰のヘルニアで

医者から背筋と腹筋をつけなさいと言われ時間を

作り歩いています。ところで歩く時、60歳以下の人

は平均何センチ足を上げているでしょうか?皆さん

考えて下さい。答えは平均3センチです。それでは

60 歳以上の人達の平均は何センチだと思います

か?1 センチ・2 センチ・0.5 センチですか? 答えは

なんと3ミリだそうです。びっくりですね。私も最

近、厚いじゅうたんの上とか舗装の切れ目とかで靴

底がぶつかる感じがいたします。歩く機会を多く作

り、なるべくエレベーターを使わずに階段等を使い、

足を上げる練習をいたしましょう。 

2、最近、私の親族で昨年、まさかの間が起こりま

した。初期のアルツハイマーの人が行方不明になる

事故が発生したのです。定年後、家族で本州の有名

な山に登山に行き、下山する途中、人込みの中、急

に一人で走り出しそのまま行方不明になったので

す。消防や警察の方々が探しましたが一年間不明の

ままです。後で家族に事情を聴くと、以前から初期

の認知病があったそうです。悲観する家族の心情を

察すると慰める言葉も出てきませんでした。最近は

若年性アルツハイマーの人が多くなっていると聞

きます。もし皆さんの近くにこのような方が見受け

られましたち病院に行かせるなり、注意深く見守る

ことが大事だと感じます。これからの少子高齢化の

時代はどのようなことが起こるか解りません。 

地域の人達がお互いに助け合い、見つめ合いながら

生活していくことが必要になって来ていると感じ

ます。 

以上、委員長卓話とさせていただきます。有難うご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事 

 

 

 

 

 

 

 

デザート 

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

・・・・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 

７月２９日（金） 

「ガバナー公式訪問を前にして（クラブ協議会）」 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路12：30～ 

 担当：会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        佐藤会長 

今週の会報担当：亀井麻也会員 


