
っております。

今年も残すところという話はしたくありませんが、あ

っという間に冬を迎える時期に来ましたので、皆さんに

はこれから益々交通事故等も気を付けて頂いて、昨日も

ニュースで北海道であおり運転があったというニュースが、

大きく報道されております。何かと人の心はややこしい

時代にもなっているのかも知れませんが、ドライブレコ

ーダですとかチョット前までは考えられないような、こ

とが必要な時代になってきたというのも事実でございます。

一度ゆっくりお考えいただければと感じております。

以上本日の会長挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。

会務報告� �池田　誠�幹事

◎帯広東ＲＣ、年次総会開催のご案内

　日時　平成30年12月４日（火）午後０時30分（例会時）

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

◎帯広東ＲＣ、夜間例会（年末家族会）開催のご案内

　日時　平成30年12月11日（火）午後６時30分

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

　

先日益子会長からも例会の挨拶であったと思いますが、

帯広５ロータリークラブ合同事業、世界ポリオ撲滅運動

パネル展の開催ということです。11月20日火曜日から27

日火曜日までの８日間、帯広市役所１階市民ホールの方

で開催いたします。

当日は11月20日15時30分より開会式が行われまして、

そこから８日間、パネルを展示して多くの市民の方にポ

リオというものを広めようということで、ポリオ撲滅運

動の周知しております。22日木曜日が帯広東ロータリー

クラブの担当ということになっており、皆様に是非この

日は顔を出していただければと思っております。

ニコニコ献金� 親睦活動委員会　山口信博�委員

毅益子会長　十勝晴れの今日はとて

も気持ちがいいです。冬は目の前、

皆様準備はいかがですか？

毅加藤（武）副会長　所要の為。お先

に失礼させて頂きます。お許し下

さいませ。安藤会員と西田会員の

卓話が聴けずとても残念です。

帯広東ロータリークラブ会報
2018-2019年度
帯広東ロータリークラブ
会　　　長 益 子　裕 之
幹　　　事 池 田　　 誠
メディア委員長 加 藤　雄 樹

「前進への挑戦」

■創　立：1984年６月15日　■認証：1984年６月18日　■例会：毎週火曜日 12：30～13：30
■事務局：帯広市西３条南９丁目 帯広経済センタービル４Ｆ ℡0155-25－7347　■会場：ホテル日航ノースランド帯広

第1633回例会
平成30年11月13日㈫　於�ホテル日航ノースランド帯広

Y.Kato

2018-2019 年度　国際ロータリーテーマ

【インスピレーションになろう】
2018-2019 年度国際ロータリー会長

バリー ・ ラシン

ガバナーテーマ

【行動するロータリー、つながるロータリー】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

細　川　吉　博

◎起　　　立� 宮前克則�副ＳＡＡ

◎友情の握手� 宮前克則�副ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 益子裕之�会　長

◎開 会 宣 言� 宮前克則�副ＳＡＡ

ロータリーソング 　（奉仕の理想）

◎会　　　食

会長挨拶� 益子裕之�会長

皆さんこんにちは。今日大変良

い天気でまさしく十勝晴れという

ことで、気持ちはかなりウキウキ

気分でございますが、今週から気

温の方が少し下がってきて、いよ

いよ冬に向かって近づいてきたな

という印象が強く感じられます。

タイヤ交換・雪囲いなど、いろいろな面で多忙な日々が

続いてこられるのではないかと思いますが。今日は私の

仕事の関係上のお話を少しだけさせて頂きます。

この冬を迎えるにあたって、先ほど申しましたように

雪囲いやタイヤ交換をするということで、建物や自宅の

周りを、ゆっくり見る機会があるんでしょうかね、大勢

の方々は今年おきた台風や地震にともなう問い合わせ、

建物の破損等のご連絡がありまして、私もそういう関係

でちょっと忙しい日々を過ごしているのですけど、皆様

も１度お入りになっております、火災保険その他の保険

でこの１年間おきた大きな災害で、何か補われるものが

あるのではないか、何か保証されるものがあるのではな

いか、ということで１度目を通して頂く事も肝要かと思

月間テーマ

【ロ ー タ リ ー 財 団 月 間】



毅池田幹事　長崎と五島列島に研修旅行に行って来まし

た。長崎は小雨でしたが、五島列島は晴れてよい研修

旅行になりました。

毅齊藤会員　この度、帯広ローターアクトに１名紹介し、

入会しました。濵谷ローターアクト会長、及川担当委

員長には、お世話になりました。

毅高田会員　結婚記念日のお祝いを頂き有難うございま

した。

毅西田会員　本日は財団委員会担当例会です。ヨロシク

お願いします。

毅古川会員　今晩は、Ｂグループ情報集会です。楽しく、

情報交換しましょう。

毅大池会員　今日でお店が８周年を迎えます。これから

も益々頑張りたいと思います。２年目のゴルフシーズ

ンも、まだ暖かいですが終えました。88回行きました。

４月に飼い犬に手を噛まれなければもう少し行けたか

な・・・と言うことでニコニコします。

毅安藤会員　本日の会員卓話よろしくお願い致します。

出席報告� 出席・プログラム委員会　石川博機�委員長

出席報告いたします。大池委員長はゴルフ88回といい

ましたけど、私はその半分以下の36回です。

それでは10月の出席報告いたします。10月２日91.1％・

10月16日90.6％・10月23日91.4％・10月30日90.9％、平

均91％。本日のホーム出席は29名でございます。

プログラム� 国際奉仕・ロータリー財団委員会

【新会員卓話】

安藤洋幸�会員

皆様こんにちは。今日は私の新入

会員の卓話ということで、初めてな

ので自己紹介をさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたし

ます。私の自己紹介ということで、

私の個人情報を最大限に漏えいした

いと思いますのでよろしくお願いいたします。

私、釧路で生まれ釧路で育ちました。釧路といえば世

界三大夕日ということで、インドネシアのバリ島、フィ

リピンのマニラ、そして日本の釧路ということで呼ばれ

ているそうです。確かに私が見てもとても綺麗な写真で

すね、当金庫の人事部長が第１回世界夕陽フォトコンテ

ストで、最優秀賞をとった写真となっております。この

３枚のうちどれかちょっと忘れてしまいました。

後は釧路といえば、釧路湿原で私自身釧路町に住んで

おりまして、イオンの近くに住んでおります、この釧路

町のある細岡展望台から見る釧路湿原が一番綺麗だなと

思っております。

そして釧路といえば、釧路のグルメ有名な釧路のソウ

ルフード泉屋のスパカツ、釧路ラーメンといえばまるひ

ら、こちらは飲んだ後〆じゃなくて、二日酔いの昼に食

べるとすごく美味しいです。そして釧路といえば勝手丼、

地元の方はあまり高いのでいかないのですが新鮮な海産

物が揃っておりますので、来年の地区大会ぜひ皆様に美

味しいものを紹介できればなと思っております。

そして学生時代はということで、小中学校は野球とア

イスホッケー高校大学はハンドボールに熱中した学生時

代を過ごしてまいりました。そして大学は日本大学商学

部へに進学いたしまして、高田会員・西田会員が大先輩

で今いらっしゃいます。日本大学八幡山アスレチック兼

総合寮という本当の体育会系の寮に住んでおりました。

京王線八幡山駅と小田急線千歳船橋駅のちょうど中間に

位置しております。そこから自転車で大学に通っており

ました。

そしてハンドボール、こちらに熱中してまして、ハン

ドボールとは知らない方もいらっしゃると思うんですが

サッカーは足で行いますが、ハンドボールは手で行うス

ポーツでコートプレーヤー６人とゴールキーパー１人で

ボールを奪い合い、ゴールに決めるスポーツということ

で、ルールはサッカーに似てるんですけどバスケのよう

なドリブルをして身体接触もあるようなスポーツとなっ

ております。ヨーロッパではサッカーに並んで人気があ

ります。

この写真は宮崎大輔さん結構テレビに出てる方なんで

すが、彼がいる日本体育大学との試合の様子です。彼は

一つ下になります。１回もしゃべったことはありません。

日本大学保健体育審議会というところで行ったんですが、

ここはご存知の通りすごい厳しい世界でありまして、４

年生が神様といわれまして、３年生で人間、２年生が奴

隷、１年生は奴隷が使うロボットということで、朝４時

に起きて、食事当番、掃除洗濯などいろいろやりました。

その中でも、４年生でも恐れた方が今年話題になりま

した内田氏、プライバシーの為目を隠させて頂きます。

それの上にいたのが、田中理事長と言うことで左になり

ます。右側の方はちょっとだけ関係あるということでち

ょっと入れさせていただきます。

しっかり悪いイメージになったんですが、私自身この

４年間で非常にいろいろなことを教えてもらっておりま

して、感謝しております。ちょっとだけと一つ見てもら

いたいんですが、日本大学は関東学生ハンドボールリー

グ春季大会でダントツに優勝しました。しかし筑波大学

だけ、どうも相性が合わなくて全日本では準決勝で負け

てしまい３位になりました。ちょっとだけなんですが、

私自身この大会で優秀選手をもらうことができました。

ここからですね、９年前に釧路に戻ってまいりまして、



９年前に嫁と出会いまして結婚いたしました。嫁は帯広

出身ということでいろいろどうやって出会ったのと聞か

れるんですが、それは個人的にお答えしたいと思います。

ハネムーンでパリに行ってきました。こちらを見ておわ

かりの通り身長差が30センチありまして、顔の大きさも

聞かれるんですがそれは測ったことはないです。そして

今２人の子宝に恵まれまして、小学校２年生の娘は緑丘

小学校に通っています。そして幼稚園年中５歳の息子は

残念ながら４月に引っ越してきたもので、人気の葵学園

さんには入れなかったのですが、そんな家族の様子です

ね。

こちらは沖縄に行ったときの写真です。沖縄美ら海水

族館の写真です。今年の２月、香港のディズニーランド

に行ってきました。この写真で娘が具合悪そうにしてる

んですが、香港の本場のインフルエンザにかかりまして、

帰ってこれなくて大変でした。こちらが東京ディズニー

ランドということで、今のところ仲良くしております。

趣味はといいますと秋味釣り、釣りは全般行うのです。

今年も何回か行きまして計５本を揚げました。この写真

はえりもの歌別漁港です、遠くはオホーツクの斜里の日

の出漁港というところまで行って釣ってきました。

次に見えるのは花ですね。昨年はガーデニングにはま

りまして、毎朝仕事行く前に花に水をあげてから出社す

るという生活を送っておりました。

その話をお客様にするとですね、安藤君病んでいるの

かいと凄く心配された記憶があります。次この写真の後

に見える塀と物置とウッドデッキこれは私が作ったもの

で、ＤＩＹにもはまってました。といいながら実は嫁の

父親が大工でありまして、半分以上手伝ってもらったも

のでございます。そんな庭で食べるバーベキューこれが

本当に至福のひととき、本当に最高でしたということで

転勤になったので過去形になっております。

そして今やっているのが、アイスホッケーは小中学校

でやっていたのですが、今も続けてやっております。凄

くかっこいいスケートが見えます。こちらは先日石川会

員に選んでいただきまして買わせて頂きました。ありが

とうございます。写真にはないんですが、ゴルフは今猛

特訓中でございますので、皆様ご指導よろしくお願いい

たします。

勤務先ということで、今釧路信用金庫帯広西支店に勤

務しております。平成24年10月にオープンいたしました。

６年前にオープンしました新しい店舗です。初代支店長

は、皆様ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、佐

藤元樹が支店長で担当させていただました。その下に私

も開設メンバーでおりまして、実はですねまだ言ってな

かったかもしれしれないんですが、西19条南３丁目を担

当させていただいておりまして、高橋理事長のご自宅に

行ったことがあります。そのときは奥様にすごい優しく

ていただきました。西19条南２丁目白樺通りのジョイフ

ィットさんの隣に店舗を有しております。

店内はということで、こちらがロビーの写真となって

おります。ちょっと金融機関ぽくないとよく言われ落ち

着いた雰囲気となっております。私くし含めて７名のメ

ンバーで、20代の職員が３名、30代が私入れて３名とち

ょっと若い店舗になっておりますが、勢いはありますの

で、また頑張っていきたいと思います。そしてこちらが

応接室になっておりますので、ぜひ来店いただいた際に

はこの応接室でおいしいコーヒーを飲んでいてもらいた

いなと思います。できれば印鑑と運転免許の方をご持参

をお願いいたします。



◎閉会宣言� 宮前克則�副ＳＡＡ

◎点　　鐘� 益子裕之�会　長

次回プログラム予定� 会員増強・ロータリー情報委員会

　11月20日（火）「情報集会報告」

一つだけご案内をさせていただければなと思います。

お手元の方に貸金庫というものがあると思うんですが。

貸金庫とはですね、まず耐震ということで、火災地震水

害から守らせていただきます。当然盗難からも守らせて

いただきます。そして出し入れが自由となっております。

こちらはですね営業時間内にであれば何度も出し入れが

出来ますということであって、何よりも秘密厳守という

ことで保管品の出し入れは完全個室になっております。

プライバシーが守られます。そしてご利用方法が分から

なければですね、到底の職員が丁寧にご説明させていた

だきます。

山口というんですか、皆様お待ちしておりますという

ことでいっておりました。ご案内ですが大きさとしては

Ａ４の用紙をですね、一回り大きくしたような、高さが

６センチサイズと12センチサイズと２つのパターンに分

かれております。

先ほどですね本部に確認したんですが、ロータリーの

会員の皆様であれば、今ならロータリー価格でやらせて

いただきますということで、ぜひご興味ある方はですね、

個別に言っていただければと思いますので、よろしくお

願い致します。

最後になるんですが、本当こんな未熟な私なんですが、

ロータリーに入会させて頂きまして、日々勉強させてい

ただくことばかりでございます。これからもわからない

ことなどたくさんあると思うんですが、どうか優しい気

持ちでご指導、御鞭撻をいただければなと思いますので、

どうかよろしくお願い致します。

本日はご清聴ありがとうございました。

国際奉仕・ロータリー財団�西田重人�委員長

ロータリー財団の担当なんですが、

先ほど会場入り口でお渡ししたのが、

新会員オリエンテーション用今日か

らロータリーアンから抜粋させてい

ただきました資料です。早い機会に

読んで目を通しておいてください。

昨年の同じ財団の委員長させて頂いたのですが、何回

説明しても自分でもよく分かってませんので、資料に目

を通してください。後はロータリーと関係のない話をさ

せていただきます。

机の引き出しの中をゴソゴソかき回してみましたら、

2003年６月３日火曜日の朝日新聞の切り抜きは出てきま

した。1984年昭和59年の出張のとき、鹿児島から別府ま

での日豊本線で僕の隣の席に座れた方のことです。１大

ブームを呼んだ人温泉紀行作家美坂哲男さん、惜別とい

うタイトルでした。

温泉巡りを仕事にできればまさに人生は湯上がり気分

それを実現した。秘境ブームの火付け役だった、温泉人

生の始まりは小学校１年生のとき住んでいた長崎県佐世

保市から家族で行った佐賀県武雄温泉だった。以来生涯

に入った温泉は3049ヶ所と東京工業大学出身の元陸軍大

尉で、戦後は同大助手を経て、岩波書店に入り、理数系

の辞典編集に携わった。休日を利用してはストレス解消

と食後のビールを楽しみに全国の温泉巡りに精を出した。

筆まめでたどり着き方や、湯加減、風景などを台帳を作

って書き込んだ。定年後は温泉紀行作家として温泉巡り

に拍車がかかった。いで湯行脚三千湯と大和渓谷社など

を表し隠れた温泉地をめぐる探査を全国に広げた。行脚

の時には赤シャツに短パン姿でザックに大瓶ビールを２

本。チョロチョロしか温泉が湧いていない温泉では、水

溜りに肌の裏表をきたす。裏を持って入浴という奇策で

記録を伸ばした。

80歳を超えても秘湯ファンからご存じですかと一報が

届くと、二つ返事で駆け付けた。2000年11月、秋田県小

坂町の山奥に湯が湧き出ていると電話で伝えたら数日後

列車を乗り継いで現れた。車で案内し一緒に浸かった鉱

脈を探すボーリングで吹き出したという以外に記憶もな

い。含有物が固まり岩風呂のようになった雰囲気に何も

ないのはいい、天下一品だと目を細めた。地元の人は奥

奥八九郎温泉と呼ぶ3043番目の湯だった。山と渓谷社取

締役は一つ一つ積み上げていく性格で、温泉にかけては

ダントツの世界でしょうと話す。元気の秘訣を尋ねたこ

とはある。全国の源泉の温泉の成分が体にしみこんでい

るでいるせいですよと返ってきた。

美坂哲男平成15年４月30日、多臓器不全で死去82歳。

でもまだ後５分あるんですね。

ちょっと時間ありますので、この人と僕はたまたま列

車に乗り合わせたんですが、そのときにも、何かの変わ

ったケトルのような容器で、飲むそれを持っていたのが

非常に印象的で、ずっと鹿児島から途中で降りたと思う

んですが、僕は別府まで行きましたけど、美坂さんは途

中で降りられましても温泉の話をいろいろしてくれまし

た。屋久島の温泉の話もしてまして、台風があったら、

勤め人だったから帰ってくるのが大変だったっていう話

はしてました。

たまたまこういう知り合い、この人ばっかりじゃなく、

中京大学の先生だった人と鹿児島の居酒屋で呑んだこと

もありますし、出張のときに若いときにはいろんな人と

話ができたのが、僕の財産かなっていうふうに思ってま

す。

それでそれがこうじて、前にもお話しましたが、池波

正太郎に繋がっているんですが、仕事関係なしに毎年４

泊５日の一人旅をしまして、いろんなところを巡ってい

ます。まだ行かなければならない場所が２ヶ所ぐらい残

ってますので、足腰が動かなくなる前廻ってみようかと

思います。

ちょっと早いですけれども、また何かの機会にあった

時に旅の話をしてみたいと思います。

以上で国際奉仕・ロータリー財団委員会担当例会終わ

ります。ありがとうございました。


