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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘  長江パストガバナー補佐代行 

 

 

・・・・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    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

ソングリーダー 早津 壮史会員 

    

    

    

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

菊地 祐司会員  H28. 10. 14（1年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    福井 克美会員  Ｓ46. 10. 17 （46年目）    

 木内 治彦会員  Ｓ62. 10. 17 （30年目） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

福井 克美会員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

木内 治彦会員    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶        長江パストガバナー補佐代行長江パストガバナー補佐代行長江パストガバナー補佐代行長江パストガバナー補佐代行    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

本日の例会は大阪出張で欠席させていただくことお

許し下さい。 

先週は、網走の地で行われました地区大会に多くの

メンバーにご出席頂き、感謝申し上げます。 

第７分区で４番目となる出席人数であり、南ロータ

リークラブの存在を大いにアピールできたものと感

じております。本当にありがとうございます！ 

金曜日の夜に行われた南ナイトは大変盛り上がり女

性メンバーにも喜んで頂けたと感じております。 

さて、最近は寒さが急にやってきて日に日に冬が近

づいてきているようです。 



ちなみに大阪は29℃と気温差で体調を崩してしま

いそうです。 

皆様も急激な低温に風邪など、体調を崩されないよ

う充分にお気をつけ下さい。 

また、冬の準備もそろそろしなければと思っており

ます。スタットレスタイヤも今のうちに履けるかど

うか確認しといた方がいいかもしれません。何事に

も準備、計画をしっかりやりましょう。 

今日の例会は、新入会員卓話となっております。 

天城さん、佐久間さん、佐藤さん、思う存分自分を

アピールしてください！ 

人前で喋る事が好きになるこの時間を満喫して下さ

い！それでは宜しくお願い致します。 

以上、会長挨拶でした。 

 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

みなさんこんにちは 

先週末は網走で行われました地区大会に多数のメン

バーに出席いただきまして誠にありがとうございま

した。 

幹事報告させていただきます。 

****    厚岸 RC より会報と 10 月例会プログラムが届い

ております。 

****    釧路市共同募金委員会より赤い羽根共同募金及

び歳末たすけあい募金運動への協力依頼が届い

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 

 菊地 祐司会員  入会記念祝として 

 福井 克美会員  結婚祝として 

 木内 治彦会員  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    

「「「「    新新新新入会員卓話入会員卓話入会員卓話入会員卓話    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

◆佐久間 光弘会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、お疲れ様です！！ 

それでは、わたくし佐久間 光弘の卓話を始めさせ

て頂きますので、宜しくお願い致します。 

今回の卓話のお題について、色々と考えてみたので

すが、趣味も何も持っていない人間ですので、頭の

中の引き出しをかなりの勢いで開けてみたのですが、

仕事の現場と子供の事しか出てきません。そこで、

ベタな話かもしれませんが、私と言う人間を少しで

もわかっていただきたく思い、佐久間 光弘の経歴

をザックリとお話したいと思います。生まれも育ち

も釧路っ子の私は47年の8月に誕生いたしました！

子供の頃は白樺の長屋！みたいな所で、そう！今思

えばスラム街的なところでスクスクと育ってきまし

た。 

小学校は湖畔小学校に進みました！小学校の記憶で

残っているのは、裸足運動と言う名の常に裸足・た

まに青竹踏み！！そんな事をずっとやっていました。

そんな事で体だけは丈夫に育ちましたが！！ 

中学は武佐中学校に進み！引きこもり好きな私は部

活にも一切入らずプライベートな時間を有意義に過

ごしました！中学の3年間は南ロータリーに（ここ

に）おります、亀岡さんの部下の鳥谷部さんとは同

じクラスで学んでいました。 

そして、めでたい事に高校にも進学する事が出来ま

した！高校は私立短期大学付属高等学校に合格させ

ていただきました。 

 



まぁ、皆様は知っているとは思いますが、この当時

の短附は面接＆お金で入学出来ると言われていたと

ころですので、母親に入学させていただいたような

ものなのですが。 

そして、入学から２ヶ月たった頃！なんと今度はピ

カピカな社会人デビューをはたすことになりました。

十代の頃はスタンド・土方・鍛冶屋・鉄筋屋など転々

と職を変えてはいたのですが、逆にさまざまな経験

をさせていただきました。 

二十代に入り、1 回目の結婚を・・・よくある出来

ちゃった結婚なのですが！ 

それからは、現在もやっている看板業に出会い、独

立するまでの十数年間をデンケンというところでい

ろいろな勉強をさせていただきました。 

ここの会社は道内から道外まで幅広く現場の方をや

ってました会社なので、その地でのノウハウや、一

番大事だと思う、人との繋がりを学んだ事によって、

今に繋がっているのではないかと思っています。 

年々、従業員や設備の方も増えてきているのですが

周りの人たちの協力があるからだと思っています。 

そして従業員の支えもあって、釧路商工会議所青年

部の活動にも参加させて頂くことが出来ました。そ

こでも、すばらしい人たちと出会いました！上川原

会長・奈良幹事・菊地さん・澤山さん・ここにおら

れる佐藤さん、今年卒業してしまったのですが、前

田さん・寺口さん、以前から良く付き合いをさせて

いただいていた佐野さん、そんなみなさんの後押し

もあり、南ロータリーにも入会することが出来まし

た。 

今後、さらなる出会いを楽しみにしつつ、自分磨き

にも頑張りたいと思いますので、ご迷惑をかけると

ころもあると思いますが、どうかよろしくお願いい

たします。 

それでは、そろそろお時間になるという事で、佐久

間 光弘の卓話を終了したいとおもいます。 

こんな自分に長々とお付き合いいただき、本日はあ

りがとうございました。 

 

 

 

◆佐藤 真之介会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、お疲れ様です。 

新入会員になりました、Ｅａｓｔ Ｌｉｎｅの佐藤

真之介です。仕事は個人事業で人材派遣と請負業を

やっております。活動範囲は釧路を中心に農業と水

産業で活動しています。これからは人材派遣以外の

他の分野にも力を入れていこうと思っています。 

私は、生まれは根室市で小学校の時、親の仕事の関

係で１年半ほど帯広市と帯広市の隣町の芽室町に住

んでいましたが、小学校４年生の時に根室市に戻り

高校卒業するまで根室市に住んでいました。 

私自身特技などはありませんが、小学校・中学校で

は卓球部に、高校時代はバスケットと柔道をやって

いました。特にスポーツで好成績を収めて事はあり

ませんが、高校時代にやっていました柔道を真剣に

取り組み１年で初段を取得したのは、今でも良い思

い出でもあり物事を真剣に取り組むことによって、

目標を達成できるって事を知ったのもこのときだと

思います。その後、高校卒業し周りの友達はほとん

ど根室に残りましたが、私は当時根室の田舎の感じ

が嫌で札幌市に就職しました。もともと建築業に興

味があり、鉄筋工に就職。就職したのは良かったも

のの、椎間板ヘルニアになり左の足がマヒして、２

ヶ月ほど入院し治療しましたが完全には治らず退職。 

その後、色々なアルバイトしながら就職活動をし、

次に勤めたのが夜間の医療事務。自分自身、事務っ

てガラじゃなく嫌々勤めていましたが、当時自分の

まわりに居た友達がトラックの運転手をやっており、

それを見て医療事務を辞め運送業に転職。運送会社

も何社か転々としていましたが、一番長く務めた会

社で初めの何年間は運転手をやっていましたが、な



ぜかまた事務と営業と運転手の管理。当時それが嫌

になり、その運送会社を辞め違う会社に勤めました

がその会社を辞め、前の運送会社に出戻りし、数か

月後にその会社が倒産してしましました。その後、

運送業界から離れ営業の会社に勤めましたが、国か

らの行政指導を受け釧路営業所閉鎖になり退職。違

う会社に勤めるも、釧路営業所の売上げが悪くなり

釧路営業所閉鎖のため退職。またもや、アルバイト

しながらの就職活動の日々が１年以上続き、周りか

らの押しもあり思い切って独立の道を選びました。

独立したのは良いですが、何も解らず手さぐりでや

っていたので初めは不安と恐怖の毎日でした。 

独立して仕事する事を始めは安易に考えていたせい

で、銀行から開業資金で借りた資金が３か月目で底

を突き始め、もうダメかなぁと思った時に初めてお

客さんを掴み、少し安心した感じでした。 

でも当然、無収入の時期が約３ヶ月もあった為、そ

の後もすごく辛かったのは今でも鮮明に覚えていま

す。独立して今年で５年目で、今でも毎日不安でい

っぱいですが、今は開業した頃の不安とは違う不安

と自分がどこまで行けるかの挑戦で勤めています。 

その１つとして、今回ロータリークラブに誘いをも

らい入会致しました。ロータリークラブで周りの経

営者の先輩たちから色々習い、そして１日も早くロ

ータリークラブの事を知り、楽しく参加していきた

いと思っています。そんな、適当に生きてきた私で

すが、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

◆天城 秀典会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリークラブと消防団 

秋風になり少々寒くなったこの頃ですが、来週の日

曜日15 日から31 日までは秋の火災予防運動が始ま

ります。釧路市の消防組織には常備消防である釧路

市消防と私が所属している釧路市消防団があります、

私は入団して28 年になりますが、ロータリークラブ

と消防団が少し共通点があると思いお話しさせてい

ただきます。 

釧路市消防団港陽東分団は以前、消防第1 分団と称

し南大通に有りました。始まりは130 年ほど前の消

防組から始まると聞きますが、今の釧路市の消防組

織より古く、街の有志で立ち上げ運営し地域の人に

愛されまた信頼されて長年その志を受け継ぎやって

きました。 

最近は東日本大震災や神戸の震災、釧路沖・十勝沖

など、あまりにも大きな地震や災害が多く目が行き

がちですが、地域の消火活動や啓蒙活動でも消防団 

はその活動をしてまいりました。奉仕の理念やその

機会を広げることはロータリークラブの志と同じよ

うなものを感じるところです。 

ただ、ここにも高齢化の波と団員不足が悩ましいと

ころで、此処に居られる皆様にお願いしたいことが

あります。釧路市では消防団員を雇用している会社

には入札参加資格審査の加算措置もあり、社員の入

団の一つのきっかけになるのではと思いますし、ま

た、消防団に入らなくとも地域の消防後援会への協

力をお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

１０月２０日（金） 

「 スポーツ例会 」夜間移動例会 

会場 パレスボウル 18:30～ 

 担当：親睦活動委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘            長江パストガバナー補佐代行 

今週の会報担当：寺口美由紀会員 


