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～～～～    本日例会を始める前に本日例会を始める前に本日例会を始める前に本日例会を始める前に    ～～～～    

    

当、南ロータリークラブ会長 佐藤 了様が 1月 16

日にご逝去されました。 

63年の生涯でした。 

ご遺骨は現在、札幌のほうに移されております。 

当クラブ会長職につきましては、ロータリークラブ

細則により、長井会長が引き継ぎをされることにな

りました。 

SAAは、長倉会員が引き継ぎます。 

ガバナー事務所には報告いたしました。 

佐藤会長のご冥福をお祈りし、黙祷をお願い致しま

す。 

皆様ご起立ください。 

 

黙祷はじめ・・・・・・・・・・・・・・・1分間 

 

終わります。ご着席ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・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 寺口 美由紀会員 

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    高橋 康成会員  Ｓ19. 1. 22（73歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    森江 洋之会員  H6. 1. 29 （23年目）    



・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

先日ご逝去されました佐藤了会長に代わり、後任の

会長を仰せつかりました長井でございます。 

皆様改めまして宜しくお願い致します。 

残念ながら任期途中でお亡くなりになられました佐

藤会長の意思を引き継ぎ、今年度のクラブテーマ「温

故知新」を胸に、下期の残り期間を遺漏の無きよう

会を運営し、また、来季の上川原会長エレクトに無

事バトンを渡せられます様、前田幹事とともに努力

していく所存であります。 

前田幹事には突然のことで大変だと思いますが、引

き続き宜しくお願い致します。 

残りの約5か月という期間を乗り越えていくために

は、皆様のお力が必要となります。 

理事役員、各委員長また会員皆様のご協力をお願い

致しまして、会長就任の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

****    社会医療法人 孝仁会様より、平成 29 年度健診

料金の変更について、という事で料金表が届いて

おります。 

 

 

・・・・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 

 高橋 康成会員  誕生祝として 

 森江 洋之会員  結婚祝として 

 

 

・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（年男大いに語る）会員卓話（年男大いに語る）会員卓話（年男大いに語る）会員卓話（年男大いに語る）    」」」」        

                                                            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    

◆福井委員長◆福井委員長◆福井委員長◆福井委員長    

 

 

 

 

 

 



◆佐野佐野佐野佐野    実会員（昭和実会員（昭和実会員（昭和実会員（昭和 32323232 年生まれ）年生まれ）年生まれ）年生まれ） 

 

 

 

 

 

 

私は昭和 32 年生まれの酉年で、今年は年男という

事になります。同じ年齢では、工藤ゆかり会員です

が、ロータリー入会は工藤さんが1年先輩になりま

す。私が南ロータリークラブに入会したのは、1998

年・平成 9 年 5 月 1 日今年で 20 年目になり、スポ

ンサーが高橋会員と花田会員です、この時の会長が

岩本さんで幹事が長江さんでした、例会場は東映ホ

テル現在のロイヤル・インになります。 

この時の会員数は41名で、その後5年ほど40名前

後をキープしていましたが、その後会員数が減少し

てしまいました、このころから他のクラブも会員数

が減少しています、会員数がピークの時がいろんな

意味で良い時代だったのかなと思います。 

入会した日から委員会活動があり、初の会報には大

変苦労しました。入会3年目で副幹事を受けた時は、

例会の司会をしなければならず、毎回緊張の連続で

した、この年の会長が清水さん、幹事が花田さんで

した。 

その後入会して 7 年目平成 15 年に服部会長の年度

に幹事をさせて頂き、とても忙しかった思い出があ

ります。例会の日には何度か会長の自宅までお迎え

に行き、毎週会長挨拶の原稿作りをしました、又こ

の当時はパスト会長会を年３～４回ぐらい開催し

てクラブ運営の伺いや報告をしていました。6 月に

は米山奨学生のホストクラブになり白鳥尼禾さん

を受け入れ 3 月までお世話しました。平成 19 年に

は会長をさせて頂き、長倉幹事には大変お世話にな

りました、又、木内副会長には、私が入院で 20 日

間欠席の時に会長代理をして頂きました、この年は

上期・GSE 訪問団のホストファミリー（北上会員）、

下期・GSE 派遣のホストクラブ（市役所・遠藤沙織

さん）を受けました、又、社会奉仕としてロータリ

ー財団地区補助金利用して釧路市の療育センター

「こばと学園」への遊具の寄贈、会員増強は5名の

入会があり、充実した1年を過ごし最後に会長賞を

頂きました。会長や幹事を受けると、ロータリーを

勉強し、ロータリーが楽しくなり、他のクラブとの

交流も出来同じ年度の会長幹事とは、その後も親し

くさせて頂いております。ロータリークラブは、出

会いがあり、知り合いが増え、経験をし、スピーチ

も出来、奉仕もでき、仕事にもプラスになり、私は

ロータリーに入会していなければ人生が変わって

いたと思います。 

 

 

◆工藤工藤工藤工藤    ゆかり会員ゆかり会員ゆかり会員ゆかり会員（昭和（昭和（昭和（昭和 32323232 年生まれ）年生まれ）年生まれ）年生まれ） 

 

 

 

 

 

 

 



今年は酉年で、私は 60 歳の還暦になります。私の

おばあちゃんが、還暦で赤いちゃんちゃんこに、ベ

レー帽をかぶった写真があります。よぼよぼで、し

わしわの、いかにもおばあちゃんの写真です。今の

60歳の人とは比べられないほど本当に違います。現

在、男女とも寿命が延びて、100 歳以上のご長寿の

方も大勢います。60 歳とか 65 歳の定年が、今の社

会にあっているのかいないのか、若い人たちの採用

があるからなど、賛否両論あると思います。簡単な

問題ではないようです。私は昭和 32 年、北海道の

池田町で生まれました。私が3歳の時、父の仕事の

都合で釧路へ来ました。私が小学生のころ、学校か

ら帰ると、母が毎日色々なおやつを用意してくれて

いました。決して金持ちではないですが、貧乏では

なかったと思います。たまにバナナが出てきていた

し、色々な果物・お菓子・お団子・水あめなど食べ

ていました。毎日お小遣いもあり、駄菓子屋さんに

行って、くじを引いてお菓子などを食べていました。

その時の金額は何十円だったか覚えていないです。

小学生の頃は男の子と一緒によく遊んでいました。

パッチ・駒まわし・ビー玉・缶けり・だるまさんが

転んだなど外でよく遊んでいました。小学校は鳥取

小学校で新富士海岸が近かったこともあり、自転車

で海によく遊びに行っておりました。不発弾の事故

があり子供が亡くなった事故もこのころです。私が

小学校の低学年のころ、家に水道はなく、共同の井

戸がありました。そのうちポンプになり、水道は小

学校5年生の時に付きました。とても感激しました。

また、家にお風呂は無く、歩いて 10 分ぐらいのと

ころの銭湯に行っていました。お風呂から上がると

カツゲンかフルーツ牛乳が飲めるのが、とてもうれ

しかった事を覚えています。夏になると、たまに金

魚屋さんが、きんぎょーえーきんぎょうーと風鈴を

鳴らしながらリヤカーを引いて金魚を売りに来た

りとか、紙芝居屋さんも時々来ていました。 

紙芝居は飴を1個買わないと見ることが出来ません。

そうそう、ちんどん屋さんも来てました。近くのお

店で開店とか売り出しがあると宣伝の為、ちんどん

屋さんが、音を出しながら道を歩いて、皆の目と耳

を楽しませて知らせて行く、とてもなつかしいです。

私が小学生５～６年生の頃は、家では高度経済成長

期で電化製品も色々とそろっていて、父のバイクと

車もありました。 

私は一人っ子なので、服や靴などの、お下がりもな

かったし、お客様から頂いたおみやげも、分けるこ

となく一人で食べていました。しかし、母はスパル

タ教育で、わがままは絶対許してもらえませんでし

た。敬語から礼儀作法も随分教えられました。家に

帰り、お客様がきていたら、ランドセルを下ろしお

座りをして両手を床につけて「いらっしゃいませ」

と、しつけられました。これは今でもお客様のとこ

ろで「ありがとうございました」と両手を床につけ

実行しております。子供のころ、ちゃんとできなけ

れば、やらなければ、母から拳骨は当たり前に飛ん

できたし、でれっきで叩かれたこともありました。

しかし普段は、とても優しい両親で大事に育てても

らいました。私が生まれた昭和 32 年・1957 年の大

きな出来事を少し調べてみました。 

01／13 美空ひばりがファンに塩酸をかけられて

火傷。 



05／08 コカ・コーラが日本での販売開始。 

09／20 国産ロケット第1号の発射成功。 

10／01 初めて5000円札登場。 

12／11 100 円銀貨発行（100 円紙幣の発行は 1973

（昭和48）年で中止になる） 

12／28 NHK が（日本テレビ）カラーテレビ実験放

送開始。石原裕次郎主演の『嵐を呼ぶ男』

が封切り大ヒット 

テレビでは名犬ラッシーLassie（TBS）が始まる。 

たばこ（ゴールデンバット）30円、 

新聞購読月330円、はがき5円、 

ビール113円、映画館150円、 

国鉄初乗り10円 

この卓話のおかげで、懐かしい思い出を振り返るこ

とが出来ました。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

◆上川原上川原上川原上川原    昭会員昭会員昭会員昭会員（昭和（昭和（昭和（昭和 44444444 年生まれ）年生まれ）年生まれ）年生まれ） 

 

 

 

 

 

 

私は、昭和 44 年生まれの酉年です。今年で 4 回目

の年男です。生まれた年、1969年はアポロ月面着陸

等があった年だと記憶にあります。私が子供のころ

は先程工藤さんが話をされていたコーラは普通に

あったですし、ポテトチップスが小学校の頃に登場

し今もこよなく食しております。中学生の頃にレコ

ードに代わる CD が発売になるなどデジタル化の時

代に入ってきたころだと思います。しかし、今と比

較すると機械も大きく値段も高かったと感じてお

ります。あの時代は新しい商品ができてくるのに時

間がかかっていましたが今は日々新しい商品、製品

が開発、発売されとても便利な世の中になったと感

じておりますが、時代に乗り遅れないよう自分自身

のアンテナを高く持ち、情報時代を勝ち抜いていか

なきゃいけないとつくづく感じております。 

事業に関しても時代に乗った展開ができればト考

えております。12年という節目節目で自分自身にイ

ベントがあったと改めて感じております。多くは語

れませんが今年も含め今後の節目には過去を振り

返り自分の成長を噛みしめるのもいいのかなと考

えております。今後も釧路南クラブの皆様と奉仕活

動を行いながら新しい時代に貢献していけるよう

努力して参りますので何卒宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

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

・・・・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 

２月３日（金） 

「 平和と紛争予防／紛争解決月間に因んで 」 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 

 担当：国際社会奉仕委員会 

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

今週の会報担当：木内治彦会員 


