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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          上川原会長 

 

・・・・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 工藤 ゆかり会員 

    

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

亀岡  孝会員  H24. 2. 17（6年目） 

    

    

    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    高橋 康成会員  Ｓ19. 1. 22（74歳） 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・結結結結 婚婚婚婚 祝祝祝祝    

    森江 洋之会員  H6. 1. 29 （24年目）    

 

 

 

 

 

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんばんは！ 

会長挨拶をさせていただきます。今月に入り2週連

続の移動例会ということで久しぶりにこの会場での

例会となります。明日は、ＩＭが釧路ベイロータリ

ークラブのホストで行われます。メインプログラム

の中で、当クラブからは長江パストアシスタントガ

バナーと奈良幹事が出ますので、皆様お見逃しのな

いよう参加お願いいたします。また、明日は天気が

悪いようですので十分にお気をつけてお越しくださ

い。 

 本日の例会は、会員卓話ということで3名のメン

バーに卓話をいただきますが宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 



****    ガバナー月信、ロータリーの友が届いております。 

****    厚岸ＲＣより2月プログラム、会報が届いており

ます。    

****    国際ロータリー年次大会の参加旅行募集案内が

届いております。 

 

 

・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    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    クラブ会報クラブ会報クラブ会報クラブ会報委員会委員会委員会委員会    

◆◆◆◆佐久間佐久間佐久間佐久間    光弘会員光弘会員光弘会員光弘会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

お疲れ様です。 

前回新入会員卓話の時にもザックリと生い立ちにつ

いてお話をさせていただきましたが、今回は職歴と

いう部分をピックアップしてお話させて頂こうと思

います。 

私は高校を2ヶ月で退学した後に、地元の鉄筋屋に勤

めることになりました、その会社は15歳という私に

は、結構ハードでして、職場の先輩たちは湖陵定時

を卒業や退学となっていた友達メンバーで更生され

ていた会社だったのです。 

休憩・昼休みには花札を仕事が終わるとパチンコ屋

の方に直行！！ 当然免許の無い私は帰るにも帰れ

ず、さすがに毎日ではないのですが、9・10時までパ

チンコ屋に寄って帰る生活をまぁ、お金もそんなに

持っていない自分には、昼間、花札などで上納した

お金で遊ばせていただきました。 ここの会社には2

年ほど勤めていましたが、今思えば、大変優しく、 

時には怖い先輩たちに、ダメダメな学生生活を送っ

ていた自分に社会の厳しさを教えてくれたのかもし

れませんが・・・・ 

その後は、少しの期間仕事もしないで、パチスロ人

生!!毎日をカネマチ・パーラーミユキ・チャンピオ

ン・アタリ会館を巡回しつつ家にも帰らず、プラプ

ラと過ごしていました。まぁ前職での反動だったの

かもしれませんが! 

18にもなり車の免許もとりました、その時の友達の

勧めもあり、ガソリンスタンドに勤めました。今み

たいにセルフスタンドも無く、毎日給油・洗車・タ

イヤやオイル交換など当たり前のようにやってはい

たのですが、初めての会社員! 毎月ノルマが!! 職場

に関連するものはまだ頑張れたのですが、若かった

自分には家電・スーツなど展示会などあるときは、

苦痛でなにより、ここの職場も一年ちょっとでやめ

てしまいました。どうしたものかと思っていた矢先!

家にいた私は友達に呼ばれ、行った先で土方の面

接!! 次の日から出勤してきてと言われビックリ

(笑)もっとビックリしたのが行った初日の現場で、

最近、除雪などでよくみられるタイヤショベルや4t

ダンプを乗せられ、帰りには5～6人乗れる小さいト

ラックを運転させられ、明日からみんなの送り迎え

をお願いねと言われたりしましたが、二十歳前後の

自分には重機など乗させていただき、大変楽しい経

験をさせていただきました。 ここでの仕事も1年ほ

どでやめてしまいました。 

二十歳も過ぎ、今度は何をしようかと思っていたと

ころ、友達が行っていた東京に車を持って就職に行

きました、向こうでは鍛治屋に就職しました、仕事

より初めての東京!1 北海道から出るのも初めてだ

った自分は、東京に居ることだけでも楽しく過ごし

てました。東京っていいなって思っていたところに、

昔、鉄筋屋で一緒に働いていた先輩にそろそろこっ

ちに戻ってきて真面目に働けと！ そこは納得して

東京から渋々戻り、その先輩も務めていた鉄筋屋に



就職、頑張るかと思っていた矢先! 勤めていた会社

がつぶれてしましました(--) 

その誘われた先輩には会社を起こすから手伝えと言

われたのですが、気乗りがしなかった。 

自分は、また東京にでも戻ろうかなと思っていたと

ころ、今度は後輩に誘われて、現職にも繋がってい

る看板とも出会い、今までの人生で長続きしてこれ

なかった仕事なんですが相性が良かったのか10年・

15年・20年とずっと続けてこれました、これが私の

運命だったのかもしれません。 

職歴はこんな感じで終了しますが、一つ、アクリル

サインというのをご紹介させていただきます。こち

らは去年になりますが、氷祭りのときに交流センタ

ー内で開催されたメイドinくしろと言う、2年置きに

開催されている地場産業のイベントの時に実演で出

させていただいた物です。 

その場で、顔写真を撮らせていただき、パソコンに

取り込みデーター作成、アクリル板をレーサーでカ

ットしたものに直接印刷してプレゼントしたものに

なります。だいだい30分程時間を頂きました。 

こんな事とかもできますので何か、オリジナルの社

員プレートなど気になることがありましたら、いつ

でも声を掛けてください。 

これで私の卓話を終了いたします。 

本日は御清聴ありがとうございました。 

 

 

◆佐藤佐藤佐藤佐藤    真之介会員真之介会員真之介会員真之介会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんお疲れ様です 

今回の卓話は『今までの職歴で学んだ事』をお話し

しようと思います。 

以前新入会員の紹介の時にもお話し致しましたが、

僕はもともと根室市出身です。 

高校卒業後、根室市を離れ札幌市で就職致しました 

初めて務めた会社の職種が『鉄筋工』です。 

自分は、高校の時から大工になりたいと思っていま

したが、当時大工での求人が無かった為、鉄筋工の

会社に勤めました。 

当時はそこそこ大きな会社だったので、建設の学校

に通いながら鉄筋の部材を作成する工場に働いてい

ましたが、そのうち大きなビルやホテルなどの現場

に出て働いていました。 

周りの職人さん達は、ごっつい人ばかりで仕事中は

厳しかったですが、仕事が終わるとススキノに連れ

ていってもらったり、車いじって遊んだり楽しかっ

た思い出しか残っていません。 

その、鉄筋工の仕事も椎間板ヘルニアになり左足が

マヒしてしまい退職。 

その後、中斜里の製糖工場や道路交通誘導のアルバ

イトをやりながら腰のリハビリで通院し、次の就職

先は夜間の医療事務 事務職やったことないのに、

新聞に出ていた求人を見て応募したら、なぜか経験

が無いのに就職できました。 

そこで医療事務を覚えようとしましたが、まず聞い

たことないカタカナばかりで覚えるのに一苦労しま

した。 

そのうち、何とかだましだまし事務の仕事を務めて

いましたが、その現場で初めて現場責任者になりシ

フト表作成などの簡単な管理の仕事を任されるよう

になりました。 

そんな感じで勤めていましたが自分のまわりの友達

がトラックの運転手を務めていて、その仕事を見て

自分もトラックの運転手をやりたく、退職。 

その後、運送業界に10年以上勤めていました。 



始めは、2tと4tトラックの運転手から始まりました

が、なんせ乗用車より車体が大きく運転に慣れるま

でまたもや一苦労運送会社に入社したのが夏だった

為、慣れてきたら今度は冬道始めは道東地域を毎日

走っていたのですが、4tトラックも慣れてきたので

大型免許を取得後違う運送会社に勤めたら初めは帯

広など近場ばかり走っていたのが、そのうち大型ト

ラックで札幌市から始まり全道どこでも走っていま

した。 

そのおかげで、北海道の主要都市はほぼ行った事が

あります。 

 

ただ、また鉄筋工の時に悪くなった腰が悪化し、運

送会社で勤めれなくなり退職しようと思った時に、

その時勤めていた運送会社の社長が、自分が過去に

医療事務だけど事務やっていたならうちでも事務を

やらないかと声を掛けてもらい、事務兼運転手とし

て勤め、そのうち管理職として勤めていました。 

その後、運転手の管理・営業・配車など業務内容が

多くなり、勤務時間が長く家に帰れない日も多く給

料は悪くなかったのですが、体がきつくなり退職 

その後、他の運送会社からも声が掛かり勤めました

が、2年位で退職。 

もう、運送会社は辞めようと思い違う業界の仕事に

就くも、その会社が問題のある会社で国からの行政

指導がはいるなどで、釧路営業所が撤退。 

またもや、無職。 

 

アルバイトなどしながら2年弱位生活していたとこ

ろに、昔勤めていた会社の社長にたまたま会い色々

相談され復職しましたが、その相談が『今会社の経

営が大変でもしかしたら1～2ヶ月位しかもたない』

『どうにか力を貸して欲しい』との内容でしたので

自分が戻っても倒産してまた無職になるのは、覚悟

していました。 

自分がその会社に戻って、6か月後やはり倒産 

でも、後悔はありませんでした。 

 

その後、約1年またアルバイトを転々としながら、た

どり着いたのが今のこの事業です。 

今この事業所を個人事業でやっておりますが、早5

年が過ぎました。 

自分でやっていると、良い結果が出れば日に見えて

解ります。 

でも、逆に悪いと嫌になるくらい嫌な部分が見えて

きます。 

それが、良いのか悪いのかは解りません。 

ただ、今までと違いやればやるだけ、収入として結

果が出る、やらなければ、どんどん落ちていく安定

はしてませんが、夢とスリルがあり楽しいと思って

毎日生活しています。 

 

 

 

◆長倉会員長倉会員長倉会員長倉会員 

時間が無くなりましたので、インフォメーションだ

けにいたします。 

2500 地区で行われているグローバル補助金事業で

釧路クラブで実施のタイ、カンチャナブリの結核予

防の引渡が4月 30日に現地で行われます。 

4月26日くらいから5月1日くらいまでで視察に行

ってみたい方がいらっしゃいましたら、お声掛けく

ださい。詳細をお知らせいたします。 

 

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

・・・・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２３日（金） 

「 ＩＭを終えて 」 

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                                                        上川原会長 

今週の会報担当：寺口美由紀会員 


