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《本日のプログラム》 4 月 18 日 12：30

《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》

普 通 例 会

《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

クラブフォーラム

会長 石川 俊二

幹事 三木 克敏
■クラブ事務所■

《次回のプログラム》 4 月 25 日 18：00

夜 間 例 会

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

地区協議会参加報告

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2011
2011 年 4 月 18 日(月) 第 33 回 通算 191
1916 回
【点鐘】 石川会長
【ロータリーソング斉唱】

「それでこそロータリー」

ソングリーダー：真岩会員

【会長挨拶】 石川会長
今週末には 2011 年度から 2012 年度の会長エレクト研修セミナー及び地区協
議会が旭川市で開催されるわけですが、出席される方は、往復の自動車の運転
には十分気をつけて、行ってきてください。昨日からは、釧路市議選が始まりまし
た。定員２８名に対しまして２９候補者が立候補したということですが、各候補、落
選の一人だけにはなりたくないという思いでしょう。投票日は今度の日曜日、２４
日です。投票所へ足をお運びください。会長挨拶を終わります。

【幹事報告】 三木幹事
・ 東日本大震災支援物資提供は本日が締切です。
・ 釧路市民活動センターよりわっとだよりが届いています。
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【委員会報告】
○親睦活動委員会 小泉副委員長
「ニコニコ献金内訳」
☆本人誕生 三木幹事
☆結婚記念 佐藤和会員、川島会員、井岸会員
☆その他
川島会員(欠席お詫び)

【本日のプログラム】

担当 クラブ奉仕

●会員卓話 「私の履歴書」
≪佐藤雅之会員≫
私のロータリーの思い出を少々話させていただきます。西ロータリークラブに入
会させていただいたのは、私が結婚した年なので、平成 9 年、30 歳の時でした。
スポンサーは、川島ガバナー補佐なのですが、私の父がロータリーに在籍して
いたこともありまして、川島補佐と父は懇意にしておりました。当時、私は製材工
場の中で機械についていたため、一日中、おが屑まみれでした。その頃の私の
ロータリークラブへ対するイメージは、幼い頃から小学生位まで、クリスマス家族
会へ参加しておりましたので、それはもう社交界デビューほどの、インパクトがあ
りました。そんな中での入会のお誘いでした。ある日、事務所に川島補佐がみえ
まして、父が私に「ここに名前を書け」との事でしたが、当時週明けの月曜日と言えば忙しく、「とても無理」と言うと、
｢忙しい中に、2 時間程度の時間を作れないようでは、本当に仕事のできる人間になれないぞ｣と鬼のような顔で言わ
れてしまい、何も言えないまま、申込書に名前を書いてしまいました。後日、沼田さんと河津さんが、身辺調査に見え
ましたが、特に個性も無く、人畜無害の私は晴れて入会となりました。入会当時、私の場合、極度の緊張もありました
が、恵まれていたのは、三宮パスト会長はじめ、張江パスト会長、鶴田パスト会長、田村副会長、ОB の丹葉さん、菅
原賢司さん、木幡さん、柴田先生、安部さんと、子どものころから存じ上げている方が多く、皆さんいつも声をかけてく
ださったので、60 名を越す会員数でしたが、とても心強く、クラブに馴染むのも早かったと思います。当時の例会場は、
十条サービスセンター(現 ビックハウス)2 階でしたが、いつも活気があるといいますか、がやがやと、いい意味での、
にぎやかさがありました。今になって思うこともたくさんあるのですが、当時から、例会時の食事のメニューについて、
いろいろと意見があったようです。パピルス(十条サービスセンター2 階にあったレストラン)のシェフと何度も打ち合わ
せをしていましたから。弁当持ちだった私には、週に 1 度の美味しくて素晴らしい料理だと感じられましたが。その後、
諸事情により、例会場がホテルレイトンに移り、そして現在の全日空ホテルに移りました。
今日に至るまでの、ロータリーの思い出はたくさんありますが、思い出深いのは、入会式での自己紹介と、初めて
参加した地区大会、そして、プログラムにはありませんが、西ロータリークラブ会員の野営好き有志で行ったキャンプ
です。はじめに入会式ですが、自己紹介の文章をしっかり覚えて望んだ入会式でしたが、当時は出席率も非常に高
く、60 名からの会員を前に、緊張の中、ぼそぼそと話し始めたところ、会報に載せる写真だったのでしょう。うつむきか
げんに話しているところ、「佐藤さんカメラを見てください」と言われ、フラッシュを浴びた瞬間、原稿が頭から全て飛ん
でしまいました。その後どのようにして席に着いたのかも覚えておりませんが、席に着いたとき、張江パスト会長が、
｢初々しくてとてもよかったよ｣と笑顔で言ってくれたことを、はっきりと覚えております。次に、初めて参加した北見での
地区大会ですが、ただただロータリアンの多さに圧倒されました。大会の内容は今ではまったく覚えておりませんが、
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ハッカの香りにむせ返る会場を後に、2 次会へと向かいました。当時私の中で、やばい(怖い)印象を持っていた会員
は、井岸パスト会長と菅原賢司さん、松実さんの 3 名でした。その 2 次会の会場で 3 名を前にとうとう「顔がやばい」と
言ってしまいました。若造の無礼を 3 名は、笑って許してくれまして、その席で、いろいろ語り合ったのを覚えておりま
す。「人はやはり顔ではないな」と、それ以来 3 名からは佐藤君ではなく、親しみを込めて雅之と呼ばれるようになりま
した。そう呼ばれるようになってからは、私も嬉しくて、言いたいことも散々言ってきました。井岸パスト会長にとって私
は、少々煙たい存在かもしれませんが、井岸年度のスタッフに入れていただいたので、それほどでもなかったのでし
ょうか。
次に、西ロータリークラブキャンプ同好会(私が勝手に命名)による塘路湖でのキャンプです。これは、今では恒例
になりました 1 泊で行うようになった野遊会の基礎になったものだと思います。現会長の石川さんと当時の会員で七野
さんが「お金に糸目をつけない、大人のキャンプをしよう」と誘ってくれました。加藤パスト会長も川島補佐も参加して
おりましたが、料理もさることながら、キャンプ場の木々に手製のカンテラをつるし明かりをともすなど、石川会長の意
外な才能と言いますか、一面に感動しました。その日の夜は、とても寒く加藤パスト会長がツーリング用のヤドカリの貝
殻のような小さなテントで寝ていたのですが、テントの中からいつまでも「さむい・・・さむい・・・」と聞こえてきました。と
ても気の毒でした。2 度目に行った達古武湖でのキャンプは圧巻でした。会員の奥様も多数参加してのキャンプでし
たが、石川シェフによる新鮮魚介類のアイデアあふれる串揚げや、ポトフ、有り余りあるお酒の数々。ありふれたキャ
ンプの定番ジンギスカンとは、程遠いものでした。夜遅くまで、飲んで、歌って、踊っての大盛り上がりでしたが、シー
ズンをはずしていたので、他のキャンパーへ迷惑をかけることなく、みんなで楽しみました。松実さんが、宇多田ヒカ
ルの音楽をバックに、ウイスキーを片手に一人で踊っていた光景が今も目に焼きついております。翌朝わかったこと
なのですが、その夜遅く加納会員をはじめ、何人かがキャンプ場を脱走し、末広へ飲みに行って来たというのですか
ら、さすがロータリークラブは猛者ぞろいだなと、驚きとともに、感心してしまいました。
西ロータリークラブで初めてプログラムに、野遊会でキャンプを取り入れたのが、谷口パスト会長の年度でした。鶴
居市街にあるキャンプ場で行いましたが、その時の親睦委員長が私だったのですが、キャンプ同好会での経験があ
りましたので、谷口パスト会長はじめ佐藤和彦会員ほか、皆さんに助けられながら、何とか無事行うことができました。
和彦さんと私は酔っ払いながら、中で寝ている笠井さんの車をゆっさゆっさと揺らして大笑いしておりました。何が楽
しかったのかは覚えておりませんが、酔っ払っている時は何をしても楽しいんだと思います。やはりシーズンオフのた
め、花火を見つけられなかった私の為に、坂口会員が新橋の中嶋屋で買ってきてくれた花火は大盛況でした。キャン
ピングチェアーに座って、ベレー帽をかぶりバーボンを片手に、いつまでも静かにキャンプファイアーを見ていた城
地さんが、思い出されます。城地さんはキャンプではいつもそうでした。
ロータリアンになって、今年で14年目になります。あっという間でした。まだまだたくさんの思い出がありますし、たく
さんの人との別れもありました。私と同じ日に入会した、大釧自動車の澤田さん。何かあるたびに「雅之、雅之」と、とて
もかわいがってもらいました。去年の夏お亡くなりになりましたが、亡くなる 1 週間ほど前、入院しているとは知らず、た
またま携帯に電話したところ、「どうした？なにかあったか？」なんて、自分のことは何も言わずに、気にかけてもらい
ました。城地さんとは、ライラーセミナー参加で、一緒に稚内まで行ってきました。二人で、夜遅くまで語りました。今で
もロータリーの野遊会で、夜、焚き火をすると、端のほうでマイキャンピングチェアーに座り、マイコップにバーボンを
ストレートでいれて、ベレー帽をかぶりながらじっと炎を眺めている城地さんを感じます。
クラブのみんなが元気で、別れて行ったみんながいたころの時に、また戻れたらとも思いますが、これからの、今い
るみんなと、今まで以上の、新しい思い出を作れたらもっとすばらしいことだと思います。

3

≪斎藤会員≫
今日は、「私の履歴書」ということで、何を話させていただこうか考えましたが、ご
く普通の一般家庭で育ってきたものですから、特別な話はないかと思いますが、
生まれてきてから今日までの話をさせていただきたいと思います。よろしくお願い
致します。私は、昭和４２年１０月２６日釧路で生まれました。父は、開発建設部の
港湾にたずさわる仕事をしておりました。現在は退職しております。母は、専業主
婦で家の中で洋裁をして、いつも私のそばにいてくれました。小さいころは、母
が洋服やコートなど作ってくれ、着ていた記憶があります。米町の開発の官舎に
住んでおり、小学校５年生まで東栄小学校に通っていました。その後、寿町に持
ち家を購入し、寿小学校に転校、中学は北中学校に入学いたしました。中学校では、バスケットボール部に入部し、
あまり運動は得意ではありませんでしたが、一生懸命上級生にもまれながら、３年間がんばりました。高校は、商業高
校に入学し、それなりに高校生活を楽しみ、卒業後は、一般的ですが釧路市内の会社の事務職として就職いたしまし
た。その後、結婚・出産と約１年間専業主婦をし、「さて、次の就職先として何を自分がしてみたいか」と考えたとき、不
動産の仕事に興味がわき、たまたま縁があったのか、希望通り不動産にかかわる会社に仕事につくことができました。
まだ子どもが１歳半たらずで保育園の送り迎え、小学校入学後も学校行事など子どもを育てながら仕事を続けること
は大変でした。今日までに、何度仕事をやめようか、子どもが小さい頃は、ピカチュウなどの幼稚園バスを見るとそれ
に乗って幼稚園に通いたいと言われては心が痛く、本当にこれまで何度も何度も考えました。あらためて振り返って
みると、本当に色々ありました。仕事の話に戻りますが、採用していただいた会社は、おもに裁判所の競売物件を扱う
会社で、はじめは経理事務員で採用していただきました。不動産の仕事に興味はありましたが、裁判所の競売物件と
いう特殊な物件を扱っている会社でしたので、すごく勉強になりました。退職するまでの１０年間で事務の仕事の他、
営業、お客様の融資手続き、競売の入札、それにたずさわる明渡し、その他リフォームなど会社の業務全般を教えて
いただきました。とても感謝しております。この会社に入社していなければ、今の自分はなかったと思います。
会社を立ち上げるにあたっては、人生１回きり、やってみたいことをやってみようという気持ちだけで、その時はあま
り先を考えずに会社を立ち上げました。その後色々考えては不安になり、眠れない日などもありました。はじめに話を
させていただきましたとおり、サラリーマンの一般家庭で育ちましたので自分で会社を立ち上げ、会社経営をはじめる
とは夢にも思っておりませんでした。独立をして５年７ヶ月がたちました。あっというまの５年７ヶ月です。その間に子ど
もも大きくなり今年で高校３年生になりました。その分私も４０歳をすぎてしまいました。また、こうして私にはぜんぜん
縁などないと思っておりましたロータリークラブにも入会させていただき、子どもを出産後の約１７年は私の人生にお
いて大きく変わったと思います。不動産業にたずさわる仕事についていなければ、今の自分は何をしていたのかわ
かりません。私の仕事の内容は、不動産賃貸管理はまったくしておらず、土地の売買、土地・建物の売買の仲介業務
及び裁判所の競売物件などを落札し修繕・リフォーム等をして販売する仕事をおもにしております。
これまで、子育て・家事・仕事とそれだけできたものですから、趣味などなにもなく、今の一番の楽しみは時間のあ
るときにサウナに入りに行くことくらいです。本当に仕事とサウナにたまに行くことくらいしかないので、何か趣味でも
つくらないといけないかなと思っております。会社を立ち上げてからは、ますます毎日仕事におわれ、子どもと接する
時間があまり取れないこともあり、贅沢と思われるかと思いますが、年に１度東京ディズニーランドに子どもと２人で行
くことが楽しみでした。ただ、平成２１年高校を入学した春、また櫻田さんと娘さんと一緒に行ったのを最後に、子ども
の方が行ける時間が取れず行っておりません。高校生になった今でも、時間が取れれば２人で行ってくれると言って
くれているのでとてもうれしく思っております。まだ、予定はたっておりませんが…
最後になりますが、これからも何事も初心忘れず、一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろし
くお願い致します。ありがとうございました。
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《例会運営委員会 佐久間 委員長》
委員長》
４月１８日 在籍数 ３１名 出席免除者 ６名
名誉会員 １名
出席者
２０名
４月１１日修正出席率 ３８．７％
会報委員長： 櫻田
委員： 加藤 精二

美香
八村

弘英

出席義務者 ２５名
欠席者
１１名

副委員長：
佐藤 雅之
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斎藤
小泉

静枝
和史

「編集：斎藤会員」
出席率 ６４．５％

