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≪例会日：毎週月曜日 12：30～13：30≫

■クラブ事務所■

≪例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3-7≫

釧路市幸町 14 丁目 1-1 ノースコートサンスイ２F

会長 坂口 裕二 幹事 井岸 武雄

TEL(0154)23-6175 FAX(0154)23-6123

≪本日のプログラム≫ 11 月 5 日 12：30

≪次回のプログラム≫ 11 月 19 日 18：00

普 通 例 会

夜 間 例 会

ゲスト卓話

ゲスト卓話

2012 年 11 月 12 日(月) 第 15 回 通算１９
通算１９8
１９85 回

【点鐘】 坂口会長
【国歌・ロータリーソング斉唱】
「我らの生業」

ソングリーダー：大美 栄次 会員

【お客様・来訪ロータリアンの紹介】
釧路北ロータリークラブ
石井 東洋彦 様 中島 嘉昭 様
釧路ロータリークラブ
甲賀 伸彦 様
お客様 カーショップオモテ
表 共良 様
【会長挨拶】 坂口会長
こんにちは。まずもって表さんには大変お忙しいところ、例会の講師をお引受けいた
だきまして、まことにありがとうございます。表さんとは青年会議所時代に知り合い、その
後、子ども同士が同じ小学校だったり、何かとご一緒することが多かったのですが、とに
かく真っすぐな方で、「正しいものは正しい」、「間違っているものは間違っている」と全く
ぶれずに信念を貫き通す方ですので、後ほどの卓話を楽しみにしていますので、よろし
くお願い致します。
さて、先週の金曜日の夜の家庭集会に始まり、土曜日の午前中は柔道大会、夜は第７分区の会長・幹事会、日曜日
の献血奉仕活動、そして今日の例会とここ数日ロータリー漬けのような感じでしたが、日曜日の午前中に 2500 地区の
櫻田ガバナーが例のライラでの不祥事の件で、網走西ロータリークラブの会長と、ライラ委員長と共に地区の危機管
理委員会の調査報告と網走西クラブの処分等の報告を長江ガバナー補佐の会社で受けました。内容については、多
少時間がかかりますので、11 月 26 日の例会で後報告させていただきます。
昨日の献血活動ですが、多数の方のご協力をいただきまして、よい成果を上げる事ができましたが、意外に感じた
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のが、結構若い方たちが献血に協力いただいたことです。制服姿の女子高生が数名で来たり、いかにも今時の若者
という感じの男性が来ていたり、先週の会長挨拶で今の若者を批判するようなことを言ったのですが、訂正して「今時
の若者も捨てたものじゃないな」と嬉しく感じたものでした。きっと若い人たちも人を思いやる気持ちや、やさしい気持
ちを持っているのですが、それを表に出すのが照れくさかったり、カッコ悪いと思って、なかなか素直に表現できない
だけなのかなと感じました。そういう若者をうまく導いてあげるのもロータリアンの役割なのかと感じた次第です。以上
で会長挨拶といたします。

【幹事報告】三木副幹事
・ 近隣クラブより会報、例会案内。
・ リスボン国際年次大会開催要領のご案内。

【委員会報告】
○ 地域発展委員会 加納副委員長
(献血活動報告)
日時：11 月 11 日（日曜日）AM 10:00～13:00 ・14:00～18:00
場所：昭和イオン ジャスコ内 ぷらっと９４６献血ルーム
※参加会員 小和田力地域発展委員長
坂口祐二会長、櫻田美香会員、佐藤和彦会員、佐藤雅之会員
加納則好会員、三宮久蔵会員、加藤精二会員、大美栄次会員
佐久間好明会員
参加合計
10 名
○ 広報委員会 張江広報委員長
ロータリーの友の紹介
○ 親睦委員会 時間の都合により会報での報告
「ニコニコ献金内訳」
☆ 本人誕生 大美 栄次 会員
☆ 奥様誕生 大坂 敏治 会員
☆ ビジター 釧路北ロータリークラブ 石井 東洋彦 様 .中島 嘉昭 様
釧路ロータリークラブ 甲賀 伸彦 様
☆ 特別会費 家庭集会残金
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【本日のプログラム】

担当 クラブ奉仕委員会

■ゲスト卓話 「ロータリー財団について」
【社会奉仕委員会

櫻田委員長より紹介】

本日のプログラムはゲスト卓話になっており、カーショップオモテ代表取締役 表 共良 様にお越しいた
だき、明輝高校の取り組みについてのお話を聞かせていただきます。その前に表様はたくさんのボランティア
活動をなされおり、現在行っているその役職をお伝え致します。
１）鳥取８丁目町内会 会長
２）鳥取西小学校 運営委員長
３）鳥取西小学校 空き缶 de プロジェクト実行委員会 委員長
４）釧路明輝高校 ＰＴＡ会長
５）釧路の未来を考える会 副会長
６）災害支援くしろネットワーク 世話人隊員・会員募集チームリーダー
７）いちの会広報委員長
８）中小企業家同友会釧路支部 幹事
９）エコネットくしろ 世話人
10) 釧路ラーメン麺遊会 幹事

※ 『明輝高校の取り組みについて』 代表取締役 表 共良 様

【災害支援ネットワークの取り組み】
①思いがある人 ②時間がある人 ③お金がある人 三つがそろっている人には行っていただこう。この
中で、①思いがある人 ②時間がある人 でもお金がない人 こう言う人達をサポートしる仕組みを作くる
うと、①思いがある人 ②時間が無い人 ③お金多少はだせる人 これらの善意を集める仕組みを作りまし
た。

【3.11 復興支援活動報告】
平成 23 年度

延べ 176 名（一般市民・大学生）

平成 24 年度

24 自隊 51 名（ゴールデンウイーク中）
25 自隊 31 名 明輝高校 野球部部員（マネジャの含む）
26 自隊 28 名（秋の連休）
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平成 23 年度・平成 24 年度 復興支援活動参加者 延べ 286 名
次に明輝高校が行った経緯をお話します。私は昨年まで明輝高校ＰＴＡ副会長を務めていました。この中で実
際に私達が復興支援にボランティアとして参加し、大変自分自身のためになりました。毎週見ず知らずの市民の方を
集め、その場で紹介し復興支援にボランティアとして送り出しましたが、帰って来た時は皆が友達になり、誰一人脱落
者は無くケンカも有りませんでした。参加者からは、大変勉強になりましたとの話をきいて、これが人作り，街作りにな
るのだなと感じました。
いま関わっている鳥取西小学校・鳥取西中学校の先生並び各高校にも声を掛けるがなかなか参加してくれなく、そ
の中で明輝高校ＰＴＡの関係から野球部コーチの山本先生との出会いから最終的にマネージャーを含め野球部全部
員が参加してくれました。実際は行きたくない生徒もいたのですが、帰ってきて大変自分達にとって役に立ったとの
感想を話してくれました。
ボランティア活動を行いたいが時間もなく、お金ないので自分達の地域でのボランティア活動として部員が
４～５人のチームに分かれ困っている高齢者宅の聞き取りを行い除雪作業を自ら始め、今後、明輝高校野球部
の伝統にしていきたいとの話を聞いております。

【謝 辞】坂口会長
表さん、素晴らしいお話をありがとうございました。やはり、実践している人の実体験に基づく話は評論家の話とは違
った心に響くものがあると感じました。昨年、2 度にわたり、卓話を頂いた東雲小学校の山本先生に講師をお願いに
行った時に表さんのことが話題になり、明輝高校野球部の被災地ボランティアの話を聞いたのですが、最初はほとん
どの生徒が嫌々行ったらしいのですが、帰ってきたら見違えるように意識が変わっていたと聞き、今日のお話を大変
楽しみにしておりました。表さんは様々なボランティア活動をしているのですが、そのどれもが継続しているか、継続
できるような仕組みを作っている点で本当に感心させられます。
みなさんは「霧フェスティバル」をご存じだと思いますが、あの炉端で、容器を指定の場所に戻すと容器代金を返金
する事でゴミのポイ捨てを防止する「デボジット」方式をご存じでしょうか？あのシステムは表さんが考案し、未だに継
続しているものです。誰もが一時的な感情の高まりで、行動することはよくあると思いますが、それを継続することがい
かに重要かを改めて教えていただいた卓話でした。本日は本当にありがとうございました。
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《例会運営委員会 加藤委員長》
加藤委員長》
１１月１２日 在籍数 ２５名
出席免除者 ６名 出席義務者 １９名
名誉会員 １名 出席者
１６名 欠席者
９名
会報委員長： 佐藤 和彦
委員：
佐久間 好明

副委員長： 山本 秀基
金田 剛
櫻田 美香
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小泉

「編集：佐久間会員」
出席率 53.8％

和史

