
 

    
                                        2012年 1月号 
平成 24年度年間テーマ 『 半世紀、新たなる飛躍 』 
 
■ 平成 24年 1月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  第 50期定期総会 
開催日時  平成 24年度 1月 21日（土曜日） 午後 6時 30分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル  3階 
出 席 者  第一部会 8名 第二部会 12名 第三部会 11名 第四部会 11名 
      合計出席者数 42名（全 49名）  出席率  85.7％ 
 

          
 
■ 定期総会報告■ 
 信条唱和    ： 第 49期  齋藤政行 会長                  
 会長挨拶    ： 齋藤会長が 1年間の会員各位の協力に対し謝辞を述べられました 

新年、明けましておめでとうございます。年が明け皆さんが揃い１年を迎え、今年は 50周年という 
ことで皆さんも、何かとお忙しくお過ごしのことと思います。本日は、この後総会がございます。 
皆様のご協力でスムーズな進行となりますよう、ご協力お願い致します。 
また、49期のテーマ『創る・つなぐ・釧路の未来』 について、時代の変貌と共に知恵を搾り地域 
作り・産業作り・文化を作り・人を作る今後の釧路をいきいきとした街にしたい、そう願い原点に 
返り 1年間、あすなろクラブの皆さんと共に挑戦出来た事に感謝致します。 

       
  
 第 50期皆勤賞 ：関 昭次会員、谷口耕二会員、木元章義会員、久保隆雄会員、齋藤政行会員、 
        中島康秀会員、結城 太会員に皆勤賞が授与されました。 
 
 新入会員紹介  ：1月例会で承認された安代久仁さん（加賀板金工業所）河村浩道さん（カワムラ工業） 
        寺澤一春さん（安全）渡辺栄重さん（シーズ・サービス）が入会の挨拶をされました。 
                                 
 事務局連絡  ：市橋清捷会員・平井秀男会員が退会になりましたのでご報告いたします。 
 
 議長選出   ：第 49期執行部に一任され畑 稔会員が議長に選出されました。 
         議長により総会成立要件の確認 
         会員数 49名中 総会開始時議席数  39名  委任状 3名 
         会則 15条により成立を確認 
 
 第 49期議事  ： 第一号議案 第 49期事業報告  報告通り承認 
          第二号議案 第 49期決算報告  報告通り承認 
               第三号議案 第 49期監査報告   

杉本眞美監査より、平野幹雄、杉本眞美両監査による事業年度に関わる 
                   収支決算監査の結果、適正と認めた旨報告いただきました。 

 

       
 
第 50期議事： 
第一号議案  第 50期役員改選 

坂本裕人選考委員長により第 50期会長に齊藤政行会員 



 
第 50期監査に平野幹雄会員、杉本眞美会員が選考された旨報告を受け満場一致で承認されました 
第 50期会長 齊藤政行   第 50期監査 平野幹雄、杉本眞美 

 
第二号議案  第 50期役員新任挨拶 

改めまして５０期会長に就任いたしました齊藤でございます。 
本年は先にも述べましたが、釧路あすなろクラブが５０周年を迎えます。 
一口に５０年と申しましても会員の中にはクラブが発足した時にはまだ生まれていなかった若い会 
員の方々も３分の１ほどいるわけでございます。 
２月には記念の式典も行われます。実行委員の皆様におかれましては式典や記念誌各種行事などラ 
ストスパートをかけていることでしょう。地方の一都市におけるこのような研修団体が５０年の長 
きにわたり活動を続けているということは非常に稀有な事です。これも会員各自の地道な努力と相 
互の団結の強さがあってこそのものです。この節目を晴れやかにお祝いできますよう最後の底力を 
発揮していただきたいと思います。 
昨年は東日本大震災をはじめ日本各地で放射能の汚染、津波の被害など暗い話題が相次ぎました。 
我々釧路の経済人もなんらかの影響を受け、商売や経営に影響が出ていることと思います。 
しかし、このような時だからこそ、クラブの信条である郷土愛、仕事への忠誠、友人との和合など 
が見直されていると思います。クラブの先人たちは素晴らしい信条を私たちに残してくれました。 
今年のテーマは『半世紀・新たなる飛躍』です。 
このテーマはクラブ信条にもあります、郷土を愛し、仕事に徹し、人と和す が根底にあります。 
自分が生まれ育った土地を慈しみ大事にする心。仕事の中から何かを作り出し人生を豊かにする事 
を成し遂げ、それを貫き通す心。人と和す、では互いに相手を大切にし協力し合う。 
これらを踏まえ、さらなる飛躍の一年にしたいとの思いが込められております。 
会員皆様の一層の精進とご協力であすなろクラブを充実させたいと思いますのでご協力を頂けます 
ようよろしくお願いいたします。 

       
齊藤会長より 50期役員が発表され承認されました。 
副会長   草島守行、永田敦子 
事務局長  中島康秀 
事務局次長 及川雅順、吉川克義、関川孝輔 

 
 第三号議案  第 50期事業計画案  承認 
 第四号議案  第 50期収支予算案  承認 
 第五号議案  その他 【厳島神社例大祭お手伝いについて】 
        今年の御輿渡御の日程は７月１４日（土曜日）です。 
        本会が賛助団体の最上位に位置しているのでお手伝いへのご協力とご参加をお願い致します。 
               
 総会終了後、懇親会場へ場所を移し草島副会長の音頭で乾杯。和気藹々とした雰囲気の中で新年懇親会が行われ

ました。締めの乾杯では伊東良孝会員、最後には泰地秀信会員による三本締めで懇親会は幕となりました。 
 
■第 50期 部会役員ならびに担当例会日■ 
 懇親会の席で今年度の部会役員の選出、ならびに担当例会の抽選をしていただき次のように決まりました。 
 
         部会長    副部会長    選考委員     担当例会日        

第一部会  谷口耕二   小野寺英夫   杉山宏司    4月  11日 (水曜日)   
   第二部会  猪俣利之   岩田義雄    高木俊一    8月  22日 (水曜日)   
   第三部会  吉田良幸   栂野卓也    近藤義男    9月  19日 (水曜日)   
   第四部会  久保隆雄   杉本眞美    宮崎博好    6月  13日 (水曜日)   
 
総会・懇親会の写真につきましてはホームページにて掲載しております ＵＲＬ：http://www.marukoo.com/as/ 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

  ５．会員名簿に誤り・誤字脱字等が有りましたら事務局までご連絡下さい。  
  ６．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください、特に来月は５０周年事業！！です。 
  ７．５０周年記念講演の参加者を募っています、お誘い合わせの上ご参加下さい。 
  ８．中村会員のご母堂 中村末子様が２月２日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り致します。  



 
 

釧路あすなろクラブ 

創立 50 周年記念のご案内 
 

 

先に、ご案内の釧路あすなろクラブの 50周年記念が下記日程で行われ 
ます。 
会員、皆様には万障お繰り合わせの上、ご来席をお願い申し上げます。 

 
 
■ 開 催 日■  平成 24年２月 18日（土）  
 
 
■ 開催場所■  釧路キャッスルホテル 2F平安・鶴の間 
 
 
■受付開始■  15：30 受付開始 
 
 
■記念講演■  16：00 平安の間 
        （講演に限り同伴での出席をお願いします）  
 
          
■記念式典■  17：00 鶴の間 
 
 
■祝 賀 会■  18：00 平安の間 ⇒ 記念写真（式典終了後すぐ） 
 
 
 
 
※尚、祝賀会終了後、２次会を設定して居りますので、お知らせ致します。 
 
※必ず会員バッジを付けてご参加下さい。 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
                                        2012 年 2 月号 
平成 24 年度年間テーマ 『 半世紀、新たなる飛躍 』 
 

■ 平成 24 年 2 月 例会報告 【50 周年実行委員会】  
題  目  創立 50 周年記念式典 
開催日時  平成 24 年度 2 月 18 日（土曜日） 午後 4 時 00 分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル  2 階 
出 席 者  第一部会 10 名 第二部会 11 名 第三部会 12 名 第四部会 12 名 元会員 10 名 ご来賓 9 名  
      会員出席者数 45 名（全会員 49 名） 出席率 91.8％  合計出席者数 64 名(ゲスト含) 
 

       
 

■ 第１部■ 
記念講演＜平安の間＞ 

記念講演に先立って伊東良孝実行委員長より開会の辞及び講師紹介がありました。 
講師に国土交通省北海道開発局 港湾空港部長 栗田 悟様をお迎えし「東北海道における港湾 
・空港の役割」と題してご講演を頂きました。 

 

       
 

■第２部■ 
創立５０周年記念総会＜鶴の間＞ 

     草島守之副委員長からの開会の辞に始まり、国家斉唱、参加者全員で信条朗読、物故会員黙祷、伊東 
良孝実行委員長挨拶に続き、第５０期齋藤会長による式辞、ご来賓で国土交通省北海道開発局港湾空 
港部長 栗田 悟様、釧路市長 蛯名大也様、釧路商工会議所会頭 山本壽福様、釧路新聞社代表取 
締役社長 春日井 茂様、釧路あすなろクラブチャーターメンバー今田英三様、丸中釧路中央青果㈱ 
代表取締役社長 横地敏光様、サッポロビール㈱道東支社長 森本光俊様、釧路あすなろサッポロビ 
ール会副会長 樋原永幸様、釧路キャッスルホテル㈱代表取締役社長 反保裕文様、元会員で、寺前 
利彦様、多賀輝夫様、小林善雄様、谷口正四様、石井亮一様、佐藤誠一様、伊藤史顕様、佐藤惟忠様 
、佐々木保幸様、藤野伯文様、以上 19 名の方々をご紹介致しました。 
 

       
 
蝦名大也釧路市長様・村井順一釧路商工会議所副会頭様・高橋将哲釧路新聞社専務様よりご祝辞をい 
ただき、伊東良孝実行委員長より今田英三チャーターメンバーには創立 50 周年記念特別表彰を授与 
され、歴代会長感謝状贈呈では 27 代 畑 稔、28 代 本間英俊、30 代 関 昭次、31 代 平野幹 
雄、32 代 福田紀幸、33 代 宮崎博好、34 代 齋藤政行、以上 7 名の歴代会長が授与されました。 
また、齋藤政行あすなろクラブ会長より＜40 年在籍＞市橋清捷会員・泰地秀信会員、＜20 年在籍＞ 
黒田厚司会員・野口 仁会員・福田紀幸会員ら 5 名が永年在籍会員表彰を受賞されました。 
受賞者の代表挨拶では今田英三チャーターメンバーから、今後のあすなろクラブのあり方について、 
現会員に対し激励の言葉をいただき、畑 稔式典委員長より閉会の辞を受け終了となりました。 



 
 

       
 

■第３部■ 
祝賀会＜平安の間＞ 

祝賀会では花柳寿芳貴さんの祝舞から始まり、伊東良孝実行委員長の挨拶、丸中釧路中央青果㈱代表 
取締役社長 横地敏光様、サッポロビール㈱道東支社長 森本光俊様の 2 名から来賓の祝辞を頂戴い 
たしました。 
つづけて、司会者より祝電披露、寺前利彦元会員の音頭で乾杯、祝宴が始まりました。 
和気藹々とした雰囲気の中で「あすなろクラブ 50 年の歩み」のスライドを前編・後編の二度に分けて 
上映しました。 
最後の締めは伊藤史顕元会員による万歳三唱で祝賀会は幕となりました。 

 

       
 
 

       
 
 

         
 
 

■部会活動報告■ 
第一部会 ２月２１日 『ふく亭』部会打合せ       第二部会   なし 
第三部会    なし                  第四部会   なし 

 
50 周年記念行事の写真につきましてはホームページにて掲載しておりますＵＲＬ：http://www.marukoo.com/as/ 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

  ５．会員名簿に誤り・誤字脱字等が有りましたら事務局までご連絡下さい。  
  ６．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
  ７．メールによる会報発送にご協力下さい。 



 

釧路あすなろクラブ 

3 月例会のご案内 
 

創立 50 周年記念では皆様の協力の下、滞りなく式典が進行し懇親会、二次会も大変盛り上がり素晴しい記念 
式典になりました。さて、いよいよ本格的に第 50 期の釧路あすなろクラブがスタートします。 
3 月例会は当クラブの大先輩であられます 寺前利彦 元会長を講師としてお招きして「あすなろクラブの歴 
史」を学び、新たなる飛躍への参考にして参りたいと思います。 
 

・・・・・ 3 月例会 ・・・・・ 
■ 例会内容■ 

◎『あすなろクラブを振り返って』 
       講師 釧路あすなろクラブ第 15 代会長（昭和 62･63 年）  

 寺 前  利 彦 様 
 

◎創立５０周年式典決算報告   式典実行委員会 
                    

■ 開催場所■   釧路キャッスルホテル 
 

■日  時■   平成 23 年 3 月 14 日（木曜日） 
         食事  午後 6 時～ 
         例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  3 月８日（木） 必着 
  ★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
 

■事務局連絡■ 
★やむなく例会出欠予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡を必ずお願します。 

例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
 

氏名           
 

3 月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

    
                                        2012 年 3 月号 
平成 24 年度年間テーマ 『 半世紀、新たなる飛躍 』 
 

■ 平成 24 年 3 月 例会報告 【執行部担当例会】 
題  目  『あすなろクラブを振り返って』 
開催日時  平成 24 年度 3 月 14 日（水曜日） 午後 6 時 30 分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル １階 海の間 
出 席 者  第一部会 １０名 第二部会 １１名 第三部会 １２名 第四部会 １２名 
      会員出席者数 ４５名（全会員４９名） 出席率 ９１.８ ％ 
 

       
 

■ ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
先月、無事５０周年記念式典を終えることが出来まして、会員の皆様本当にご苦労様でした。本格的な新たな 

１歩となる３月の例会で御座います。これにふさわしく、寺前大先輩をゲストに迎えていることが出来たことが、

非常に良いタイミングだと思っております。寺前先輩には悪路の中お越し頂き、大変感謝致しております。本日 
はクラブ設立理念等を全員で確認出来る良いチャンスだと思っております。それではよろしくお願い致します。 

■ 例会内容■ 
『あすなろクラブを振り返って』 釧路あすなろクラブ第 15 代会長（昭和 62･63 年）寺前 利彦 様 御講演 

本日の演題「あすなろクラブを振り返って」ですが、昔から「若者は未来を語り、年寄りは過去を語る」と未来

を語る時には夢も有るし希望もあるが、過去を語ると自慢話か愚痴話か、あまり面白くない話が年寄りの話です。

と切り出し以下の内容についてお話をされました。 
○私は昭和４８年８月に３６歳で入会し、その時のスポンサーがミスターあすなろと言われた最上 勇さんです。

その当時は先輩会員に尻をバンバン叩かれ活動を致しました。その当時の日記を紐解くと第４次中東戦争で第１次

オイルショックのときでした。自分の会社の話で恐縮ですが、当時は仕入れ先から「運搬トラックの燃料を調達し

てください、それが品物を卸す条件です」と言われ燃料調達に困っているとき、当クラブに北日本石油の岩田さん

がメンバーでおられ、岩田さんから「協力しますよ」と言って頂き、あすなろクラブに入って良かった、メンバー

に助けられた事に感謝致しました。４９年には古い図書館の前に５０坪の市の土地を借り、私が「あすなろ花壇」

の委員長で同期入会の伊藤史顕さんが副委員長に任命されました。厳島神社の例大祭には、あすなろクラブも参加

しようと指揮班・供奉班で参加しました。また管外研修などを通して、地元スーパー等が地方の業者に負けた要因

は人作り・人を育てる事が出来るか出来ないかで勝敗を決したと私は思います。５７年に武藤周治郎会長の時に２

０周年の式典を行い、５８・５９年に森下 勇さんが会長の時に初めて副会長として執行部に入りました。会長時

代には景気が思わしくなく、それまでの会費を年間４８,０００円から３６,０００円に減額をしたいと総会に提出し

賛同をへて減額させてもらいました。等々以上のような内容のお話をして頂きました。最後には質疑応答をして 3
月例会を終えました。引き続き草島副実行委員長より、創立５０周年記念式典の決算内容の報告がありました。 

■部会活動報告■ 
第一部会 3 月 14 日『キャッスルホテル』打合せ 9 名  第二部会 3 月 19 日『末広館』打合せ 10 名 
第三部会 3 月 27 日『末広館』打合せ予定         第四部会 3 月 1 日『炉端 さかきま』打合せ 10 名 
 
50 周年記念行事の写真につきましてはホームページにて掲載しておりますＵＲＬ：http://www.marukoo.com/as/ 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

  ３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

  ４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

  ５．会員名簿に誤り・誤字脱字等が有りましたら事務局までご連絡下さい。  
  ６．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
  ７．メールによる会報発送にご協力下さい。 



 

釧路あすなろクラブ 

4 月例会のご案内 
 

3 月例会は当クラブの大先輩であられます 寺前利彦 元会長を講師としてお招きして「あすなろクラブの歴 
史」を学ぶことができ、とても有意義な例会でした。新たなる飛躍への参考にして参りたいと思います。 
また、創立５０周年式典決算報告を草島副実行委員長より報告が有りました。 
4 月例会は今期の年間テーマ『半世紀、新たなる飛躍』より、自分自身を今後如何に飛躍させるかをテーマと 
してとらえ、『あなたをどう演出するか』について、第一部会が部会発表いたします。 

・・・・・ 4 月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  部会例会 第一部会担当 
全員参加型の手作り例会 

題目 『 あなたをどう演出するか 』 
～実践に役立つ、色のプレゼンテーション力～ 

 

      講師  １級ｶﾗｰｺﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 永田 敦子 会員 
 

■ 開催場所■  釧路キャッスルホテル 
         
■日  時■  平成２４年４月１１日（水曜日） 
         食事  午後 6 時～ 
         例会  午後 6 時 30 分～ 
 

■出欠連絡■  締め切り  ４月 ４日（水） 必着 
  ★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 

 

■事務局連絡■ 
★やむなく例会出欠予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡を必ずお願します。 

例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
 

氏名           
 

４月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

    
                                         

2012 年 4 月号 
平成 24 年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
 

■ 平成 24 年 4 月 例会報告 【第一部会 担当例会】  
題  目  『あなたをどう演出するか』～実践に役立つ、色のプレゼンテーション力～ 
開催日時  平成 24 年度 4 月 11 日（水曜日） 午後 6 時 30 分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル 
出 席 者  第一部会 11 名 第二部会 10 名 第三部会 8 名 第四部会 9 名 
      合計出席者数  38 名（全 49 名）  出席率  77.6％ 

    
■ ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 

■ 会長挨拶■ 
本日の例会より、部会発表例会が行われます。まず最初の例会は１部会の担当例会となっております。１部会は

手作り例会と聞いております。どうか皆様、各担当例会も自らが汗を流し手作りの例会を発表して頂けますよう

宜しくお願い致します。 
 

■ 例会内容■ 
新しい仲間が増えました。清水鍼灸治療院の清水尚也 院長が新入会員として紹介され１部会に編入しました。 
また、１部会の青塚広美会員が退会されました。結果、総会員数は４９名です。 
続きまして、各部会の代表による３分間スピーチを本例会より開始致しました。第一部会より齋藤剛史会員、第

二部会より寺澤一春会員、第三部会より吉田良幸部会長、第四部会より久保隆雄部会長のそれぞれのスピーチを 

例会開始前に行いました。例会では第一部会の谷口耕二部会長より本例会の趣旨説明が行われ、１級カラーコー

ディネーターの永田敦子講師（会員）より、自分自身を今後如何に飛躍させるかをテーマとしてとらえ、『あな

たをどう演出するか』について、第一部会の会員皆様がモデルとして段ボール箱で顔を隠しながら、華やかな舞

台をトップモデルとして練り歩きました。その後、パーソナルカラーの説明をして頂き、イメージカラーが如何

に大切かと言うことを教えて頂きとても興味深い講演でした。その後、サプライズ企画として１部会会員の皆様

全員が、段ボール箱のマスクを取り、顔を披露しとっても盛り上がりました。 
最後には、東北震災のがれき受け入れについて熱い議論が交わされました。 
 

■ 事務局連絡■ 
●厳島神社例大祭のお手伝いのご協力お願いいたします。ＦＡＸにて部会長より連絡いたします。 
 締め切りは５月７日（月）です。 
●清水鍼灸治療院の清水尚也 院長が新入会員として紹介され１部会に編入しました。 
１部会の青塚広美会員が退会されました。総会員数は４９名です。 

 

■部会活動報告■ 
第一部会 4/2 ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙオノデラ･4/11『えびすや』打上げ  第二部会 4/11『釧路ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ』打合せ 
第三部会   無し                    第四部会 4/23『釧路ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ』打合せ予定 
 
50周年記念行事の写真につきましてはホームページにて掲載しておりますＵＲＬ：http://www.marukoo.com/as/ 

■■ 事務局連絡（定例）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。



 

釧路あすなろクラブ 

5 月例会のご案内 
 
4 月例会は第一部会（谷口耕二部会長）の担当例会で普段なかなか意識しているようで意識していないイメー

ジカラーについて学ぶ事が出来ました。１級カラーコーディネーターの永田敦子講師（会員）より、クイズ形

式の楽しいご講演をいただき、大変盛り上がったとても有意義な例会でした。 
5 月例会は今期の年間テーマ『半世紀、新たなる飛躍』より小川孝二中小企業診断士をお招きして事業承継に

ついての講演会を行います。 

・・・・・ 5 月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  執行部担当例会 
題目  『事業承継セミナー』  
 

講師   中小企業診断士  小川経営企画 代表  小川 孝二 様 
        中小企業 北海道 釧路オフィス 所長  盛岡 孝道 様 
 
■ 開催場所■    釧路キャッスルホテル 

 

■日     時■    平成２４年５月１６日（水曜日） 

食事 午後6 時～ 

例会 午後6 時30 分～ 

 

■出欠連絡■   締め切り ５月１１日（金） 必着 
★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 

 

■事務局連絡■ 
★やむなく例会出欠予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡を必ずお願します。 

例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
 

氏名           
 

５月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

    
                                         

2012 年 5 月号 
平成 24 年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
 

■ 平成 24 年 5 月 例会報告 【執行部 担当例会】  
題  目  『事業承継セミナー』 
開催日時  平成 24 年度 5 月 16 日（水曜日） 午後 6 時 30 分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル 
出 席 者  第一部会 9 名 第二部会 10 名 第三部会 6 名 第四部会 8 名 
      合計出席者数  33 名（全 49 名）  出席率  67.3％ 

          
■ ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 

■ 会長挨拶■ 
本日は札幌から講師として中小企業診断士 小川経営企画 小川代表様 また中小企業北海道 釧路オフィ

ス盛岡所長様を迎えて勉強会を行いたいと思います。本来なら丸１日近く掛かると言われる内容ですが、短時間

の講演をお願い致しております。その分、中身がいつも以上に濃く深くなると思われますが、宜しくお願い致し

ます。 
 

■ 例会内容■ 
各部会の代表による３分間スピーチが行われました。第一部会より渡辺栄重会員、第二部会より安代久仁会員、

第三部会より結城 太会員、第四部会より杉本眞美会員のスピーチを例会開始前に行いました。例会では中小企

業北海道釧路オフィス 盛岡孝道所長様より中小企業共済制度等の説明が行われ、その後、本例会のテーマであ

る『事業承継セミナー』を中小企業基盤整備機構 北海道本部 事業承継コーディネーター 小川 孝二様より

事業承継の正しい理解、事業承継のプロセスという内容で講演が行われました。正しい理解では１．事業承継問

題と相続問題を混同してはいけない！２．事業承継は計画的でなければならない！等、５項目に分けて説明して

いただきました。また事業承継プロセスでは、円滑な事業承継の本当（真）の問題点を解決するためには何をし

なければならないのかを、順序だてて（プロセスで）考える事が重要と説明されました。講演終了後には質疑応

答が行われ、会員皆さんが積極的に質問をされました。 
 

■ 事務局連絡■ 
●厳島神社例大祭のご協力をお願いいたします。 
 第１回 神社委員会が５月９日に開催され、神社委員長に谷口耕二会員、副委員長に木元章義会員・吉川克義

会員が選出されました。今後の委員会は、６月初旬・６月中旬・７月初旬を予定しています。お手伝い宜しく

お願い致します。尚、今年の例大祭（御輿渡御）は、７月１４日（土）です。 
●８月の例会日が、８／２２(水)から８／１８(土)に変更になりました。ご注意下さい。 
 

■部会活動報告■ 
第一部会   無し              第二部会    無し 
第三部会   無し              第四部会 5/19(土) あけぼの 例会打合せ 出席７名 
                            5/28(月) 厳島神社社務所 例会打合せ 
会報及び写真等につきましてはホームページにて掲載しております。ＵＲＬ：http://www.marukoo.com/as/ 

■■ 事務局連絡（定例）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。     



 

釧路あすなろクラブ 

6 月例会のご案内 
 
５月例会は執行部の担当例会で小川孝二中小企業診断士をお招きして事業承継についての講演会を行いま

した。「事業承継セミナー」と題しての事業承継の正しい理解、事業承継のプロセスという内容で講演が行わ

れました。参考になった方も多数いらっしゃる事と思われます。 
６月例会は今期の年間テーマ『半世紀、新たなる飛躍』より５０年後の釧路を日本一住みやすいマチにするた

めに第四部会が大胆予想し、その内容を部会員全員で発表いたします。 

・・・・・ 6 月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■  部会例会 第四部会担当 
題目  『５０年後を大胆予想！』  
     ～釧路を日本一住みやすいマチにするぜぇ～！！～ 
 

講師   第四部会 部会員全員                   

                                                   
■ 開催場所■    釧路キャッスルホテル 

 

■日     時■    平成２４年６月１３日（水曜日） 

食事 午後6 時～ 

例会 午後6 時30 分～ 

 

■出欠連絡■   締め切り ６月 ７日（木曜日） 必着 
★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします。 

 

■事務局連絡■ 
★やむなく例会出欠予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡を必ずお願します。 

例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
 

氏名           
 

６月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

  
                                                    

2012 年 6 月号   
平成 24 年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
■ 平成 24 年 6 月 例会報告 【第四部会担当例会】  
題  目  『５０年後を大胆予想！』～釧路を日本一住みやすいマチにするぜぇ～！！～ 
開催日時  平成 24 年度 6 月 13 日（水曜日）  午後 6 時 30 分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル 
出 席 者  第一部会 ７名  第二部会 ７名  第三部会 ８名  第四部会 ９名 
      合計出席者数 3１名（全４９名）   出席率   ６３.３％ 

    

■ ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
もう早いもので半期が過ぎました。５月例会では大変勉強になったと何人かの会員に言われました。私達の会社

の進路は子供が背負って行くものと思われます。また会の勉強を通して各会員の為になればと思っております。

本日は４部会の部会例会ですので部会員の皆様宜しくお願い致します。 

■ 例会内容■ 
各部会の代表による３分間スピーチが行われました。第一部会より杉山宏司会員、第二部会より河村浩道会員、

第三部会より関川孝輔会員、第四部会より前 義幸会員のスピーチを例会開始前に行いました。例会では久保隆

雄部会長より５０年後の釧路を考える。人口１２万人、産業も衰退、高齢化問題など暗い話ばかりです。そこで

私たちは５０年後の明るい未来のために食品産業の育成と街づくり、福祉に注目し部会員の方々から発表があり

ました。先ずは①食品業界では前会員より・１次産業・食品加工技術・釧路湿原・昭和の釧路港の内容で発表が

あり続いて②街づくりでは木元会員より・ユーカリが丘・ハッピーサイクルシステムの内容で発表があり続いて

③街づくりの基本方針では杉本会員、本間会員、宮崎会員、岩田会員より・住・中心部の整備について・駅につ

いて・エネルギーについての内容で発表があり続いて④福祉の街づくり構想では菊池会員、坂本会員より・福祉

施設・遺伝子治療・ＩＴ治療、ロボット治療についての内容で発表がありました。最後には何か提案が無いです

か？と他会員に問いかけ例会が終了致しました。 

    
 

■事務局連絡■ 
●厳島神社例大祭のご協力をお願いいたします。 
 次の委員会は最終になります。７月１０日（火）１８：３０を予定しています。お手伝い宜しくお願い致しま

す。尚、今年の例大祭（御輿渡御）は、７月１４日（土）７：００集合です。 
●８月の例会日が、８／２２(水)から８／１８(土)に変更になりました。ご注意下さい。 
●吉川会員の会社が変わりました。今後はＢＭＪ（バイオマッテクジャパン（株））に変更になります。 

■部会活動報告■ 
第一部会  なし             第二部会 6 月 20 日 東部通信商会にて部会例会 
第三部会   なし             第四部会 6 月 13 日 例会後 あけぼのにて打ち上げ ９名 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。   



 

釧路あすなろクラブ 

7 月例会のご案内 
 

７月例会は第四部会（久保部会長）の担当例会で『５０年後を大胆予想！』～釧路を日本一住みやすいマチにす

るぜぇ～！！～という題目の中、５０年後の釧路を日本一住みやすいマチにするために第四部会が大胆予想し、

その内容を部会員全員で発表いたしました。 
７月例会は『パークゴルフと野遊会』になっております。あかんランド丹頂の里にてパークゴルフの後に美味し

い焼肉で会員間の交流を深めましょう 

・ ・・・・ 7 月例会 ・・・・・ 
■ 例会内容■   執行部担当例会 

題目  『親睦パークゴルフ大会』  
（雨天時は親睦会のみ行います） 

 

■開催場所■   あかんランド丹頂の里（赤いベレー） 
 
■日  時■   平成２４年７月２２日（日曜日） 
     パークゴルフスタート 午前１０時００分 
 

■出欠連絡■  締め切り  ７月 １４日（土） 必着 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
 
 

氏名           
 

7 月例会    出席  ・  欠席 

パーク用具  持参  ・  借りる 

バス利用   する  ・  しない 
 

★ 当日はバスにて移動いたします。釧路市役所に集合（８：５０）お願いいたします 

★ 例会にてパークゴルフを行いますのでクラブ等はご持参お願いいたします 

また、用具等は会場にて２００円（別途個人負担）にて貸し出しいたします 

パークゴルフ終了後に懇親会（飲酒含む）を行います 

★お酒が出ますので飲酒される方は、お車でのお越しはご遠慮ください 
 

集合場所       ：釧路市役所前 駐車場 （集合 ８：５０） 

出発時間       ：９：００出発 

★何か不明な点がございましたら中島事務局長までご連絡ください 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

  
                                                    

2012年 ７月号   
平成 24年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
■ 平成 24年７月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  『親睦パークゴルフ大会』 
開催日時  平成２４年度７月２２日（日曜日）  午前１０時００分～ 
開催場所  あかんランド丹頂の里 （赤いベレー） 
出 席 者  出 席 者  第一部会 ４名  第二部会 ５名  第三部会 ４名  第四部会 ４名 
      合計出席者数 １７名（全４９名）   出席率   ３４.７％ 
   ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
おはようございます。本日は、最近では珍しく大変暖かい天気になっております。皆様には熱中症などに 

気を付けて頂き、又、けがの無いように充分に気をつけてパークゴルフ・懇親会を楽しんでください。 
■ 例会内容■ 

            
 

       
 

       
パークゴルフの結果はこのようになりました 
1位 宮澤 昌典さん   2位 関 昭次さん   3位 及川 雅順さん   皆様、お疲れ様でした。 
※ ７月例会の写真は釧路あすなろクラブホームページに掲載されております。是非、ご覧ください 
                       アドレス URL http://www.marukoo.com/as/ 
■事務局連絡■ 
●厳島神社例大祭にご協力を頂きありがとう御座いました。 
 今年の例大祭（御輿渡御）は、７月１４日（土）で好天に恵まれ無事終了致しました。 
●８月の例会日が、８／２２(水)から８／１８(土)に変更になりました。ご注意下さい。 
■部会活動報告■ 
第一部会  なし             第二部会 ７月 2１･27･30日 東部通信・防災センターにて 
第三部会 ７月２５日 ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ にて   第四部会 無し 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 
４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。   



 

釧路あすなろクラブ 

８月例会のご案内 
 
７月例会は執行部担当例会で『パークゴルフと野遊会』でした。あかんランド丹頂の里にてパークゴルフの後に

美味しい焼肉で会員間の交流を深められたと思います。 
８月例会は第二部会（猪俣部会長）の担当例会で『釧路の防災を考える』キーワードは「自助・公助・共助」と

いう題目で、釧路市の中央消防署の中に存在する防災センターにおいて見学（体験？）を行いながら防災につい

てを皆さんと共に考えたいと企画致しました。 
 

・ ・・・・ ８月例会 ・・・・・ 
■ 例会内容■   第二部会担当例会 

題目  『釧路の防災を考える』 
キーワードは「自助・公助・共助」 

 

■開催場所■   防災センター（釧路市消防本部） 
           釧路市 
■日  時■   平成２４年８月１８日（土曜日） 
         午後１２時３０分 
 
■出欠連絡■  締め切り  ８月 ９日（木） 必着 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
 
 

氏名           
 

８月例会    出席  ・  欠席 
 

★当日は会場の都合上、食事は無しです。ご了承下さい。 
★駐車場は会場（中央消防署）の裏に成ります。 

 

集合場所   ：防災センター（消防本部）集合１２：３０ 

例会開始時間 ：１２：４５ 

見学時間   ：１３：００～１４：３０ 
 

★何か不明な点がございましたら中島事務局長までご連絡ください 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 

 



 

 
■日  時■   平成２４年８月１８日（土曜日） 
         午後１２時３０分 

集合場所  ：防災センター（釧路市消防本部）集合１２：３０ 

例会開始時間：１２：４５ 

見学時間  ：１３：００～１４：３０ 



 

  
                                                    

2012年 ８月号   
平成 24年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
■ 平成 24年８月 例会報告 【第二部会 担当例会】  
題  目  『釧路の防災を考える』キーワードは「自助・公助・共助」 
開催日時  平成２４年度８月１８日（土曜日）  午後１２時３０分～ 
開催場所  防災センター（釧路市消防本部） 
出 席 者  出 席 者  第一部会 ７名  第二部会 １２名  第三部会 ３名  第四部会 ４名 
      合計出席者数 ２６名（全４９名）   出席率   ５３.０％ 
 
   ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
皆さんこんにちは、本日は二部会の部会例会で釧路市消防本部内にある、防災センターに来ております。 

こちらで防災に関する事を学び、災害について少しでも多くの知識を身に付けて頂きたいと思います。 
■ 例会内容■ 
 猪俣利之部会長より、本例会の趣旨が説明され、例会のキーワードである「自助・公助・共助」に対する説明

がなされました。また、出席者を二班に分け、それぞれのテーマ、①救急ＡＥＤ・②地震・③火災・④火災（煙）

と防災センターでは北海道に於いて唯一、釧路にしかない機能をフルに活用した体験型学習方式で防災及び災害

に関する事を学びました。 
 

      
 

       
 

    
 
■部会活動報告■ 
第一部会 8/18 オノデラﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙにて選考会議  第二部会 8/18 みよし にて打上げ及び選考会議 
第三部会 8/27 ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙにて部会及び選考会議  第四部会 8/27 わっと にて選考会議 
 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 
４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。   



 

釧路あすなろクラブ 

９月例会のご案内 
 
８月例会は第二部会（猪俣部会長）の担当例会で『釧路の防災を考える』キーワードは「自助・公助・共助」と

いう題目で、釧路市の中央消防署の中に存在する防災センターにおいて見学（体験？）を行いながら防災につい

て、皆さんと共に考え体験して来ました。 
９月例会は第三部会（吉田部会長）の担当例会で『 津  波 』という題目で、釧路市の防災危機管理主幹 
佐々木さんをお招きして災害に対する防災危機を皆さんと共に考えて行きたいと企画致しました。 

 
 

・ ・・・・ ９月例会 ・・・・・ 
■ 例会内容■   第三部会担当例会 
題  目    『 津 波 』 
講  師    釧路市総務部総務課防災危機管理主幹 

      佐々木 信裕 様 
 

■開催場所■   釧路キャッスルホテル 
            
■日  時■   平成２４年９月１９日（水曜日） 
           食事 午後６時００分～ 
           例会 午後６時３０分～ 
 
■出欠連絡■  締め切り  ９月１２日（水） 必着 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
 
■事務局連絡■ 
★やむなく例会出欠予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡を必ずお願します。 

例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 
 
 

氏名           
 

９月例会  出席  ・  欠席 

 

食事   有  ・  無 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

  
                                                    

2012年 ９月号   
平成 24年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
■ 平成 24年９月 例会報告 【第三部会 担当例会】  
題  目  『 津 波 』 
開催日時  平成２４年度９月１９日（水曜日）  午後６時３０分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル 
出 席 者  出 席 者  第一部会 ７名  第二部会 １０名  第三部会 ９名  第四部会 ８名 
      合計出席者数 ３４名（全４９名）   出席率   ６９.４％ 
 

                
 

   ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
皆さんお晩でございます。北海道には残暑と言う言葉が無いのに今年は記録的な暑さが続いております。きっ

と皆様も冷たいビールばかり飲んでいるのかな？と感じております。クラブも後半に成りました。又、今日の例

会は第三部会の例会で有ります。一つ宜しくお願い致します。 
■ 例会内容■ 
 吉田良幸部会長より、本例会の趣旨が説明され、最初に東日本大震災における津波発生時の未公開映像が公開

されました。引き続き釧路市総務部総務課防災危機管理主幹の佐々木信裕様の講演が行われ「釧路市の災害と防

災の取り組み」と題し、①釧路市の災害の歴史を知り教訓を伝えていくことが重要であり、災害史から学んだ教

訓を生かすことが重要。②釧路地方の代表的な防災事業として消防力等を含めたインフラ整備が大変重要。③釧

路の災害地域特性を考慮した地域防災計画を作成する。④重要事項として新たな防災の仕組みづくりでは「自

助・公助・共助」でありその割合は自助：公助：共助＝７：２：１である。と防災に関しては自助（自らを守る

ための行動）が一番大切である事を学びました。 
部会例会終了後、第一部会より小野寺英夫会員、第二部会より岩田義雄会員、第三部会より佐藤敦子会員、第四

部会より岩田俊明会員の３分間スピーチが行われました。 
最後に５０周年記念事業の収支決算報告が草島副実行委員長より報告がなされ承認されました。 
 
■事務局連絡■ 
●選考委員会が行われ第四部会の宮崎博好会員が選考委員長に選ばれました。 
●10月 20日～21日は宿泊例会です。柳月スイートピアガーデンさんの工場視察を行います。 
●今期ものこりわずかですが会費の納入をお願いいたします。 
※12月は家族クリスマス例会になっております、ご家族でのご参加をお待ちしております。 
 
■部会活動報告■ 
第一部会     なし             第二部会       なし 
第三部会 9/19 ポロネにて部会打上 ９名    第四部会       なし 
 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 
４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。   



 

釧路あすなろクラブ 

１０月例会のご案内 
９月例会は第三部会（吉田部会長）の担当例会で『 津  波 』という題目で、釧路市の防災危機管理主幹 
佐々木さんをお招きして災害に対する防災危機を勉強致しました。 

10月は管外研修です。今年は十勝にある柳月スイートピアガーデンを視察します。 
また、宿泊地である十勝川温泉では観月苑に宿泊し十勝を感じる管外研修にしたいと思います。 
 

・ ・・・・ １０月例会 ・・・・・ 
■ 例会内容■ 執行部担当 管外宿泊研修  
■研修題目■ 『柳月スイートピアガーデン視察』    
■ 宿泊場所■ 十勝川温泉 観月苑 
■日  時■  平成２４年１０月２０日（土曜日） 

集合場所  キャッスルホテル駐車場（車の鍵はフロントへ預けて下さい） 
集合時間  １２：４０分 
出発時間  １３：００分 （集合次第出発します） 

柳月スイートピアガーデン到着予定  １５：３０分 
ホテル到着時間  １７：００分 
宴会開始時間  １８：３０分 

１０月２１日（日曜日）出発   ９：００分 
          鮭の遡上見学 

キャッスルホテル到着予定時間  １２：００分頃 予定 
 

 バス内での飲食は各自でご負担ください 
 飲酒につきましては、研修終了までお控えください。 

 

■出欠連絡■  締め切り １０月１０日（水） 必着 
  ★出欠とバスの利用に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
    （準備の都合上、締め切り厳守でお願いいたします） 
 

 

氏名           
 

1０月例会    出席  ・  欠席 

バスの利用    する  ・  しない 
 

乗車場所に○をつけてください 
 

キャッスルホテル駐車場 ・ イトーヨーカドー前 ・ 鳥取ヤクルト前 

 

※自家用車利用で研修参加希望の方は事務局長までご連絡ください 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 
                           平成２４年９月 
 

あすなろクラブ アンケートのお願い 
 
以下の内容に対するご意見をお聞かせ下さい。 

 

○問１ ６０周年記念事業に向けて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問２ 何かお気づきの点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ご記入者お名前 
 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

   
                                         

2012年 10月号 
平成 24年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
 
■ 平成 24年 10月 例会報告 【執行部担当例会】 
題  目  管外宿泊研修 『柳月スイートピアガーデン視察』 
開催日時  平成 24年度 10月 20日（土曜日）～21日（日曜日）  午後 13時 00分～ 
開催場所  柳月スイートピアガーデン 
宿泊場所  十勝川温泉 観月苑 
出 席 者  第一部会 ７名  第二部会 ５名  第三部会 ３名  第四部会 ８名 
      合計出席者数 ２３名（全４９名）   出席率  ４６.９３％ 
 

■ ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
 
■ 会長挨拶■ 
皆さんお晩で御座います。この秋晴れで気温も高く、北海道の旭川もテレビのニュースで聞きましたけれど、4.6％
も気温が上昇しているとの事で世界第一位になっているそうです。またその気温の変化で日本でも獲れる魚が獲

れなくなり、温かい地域の魚が道東にも居るとの事で、本当に変化が起きていると思っています。今日は柳月に

於きまして、皆様と一緒に工場見学をしましたけれど、時間の関係上お菓子作りの工程を三か所位しか見学出来

ませんでしたが個人的には幸いかなと思っています。今年一年もあと僅かですが皆様にとっても意味のある研修

にしてもらいたいと思っています。皆様全員に当たるか分からないですが、柳月のお菓子を買って参りましたの

で、当たった方は、お土産に持って帰っていただきたいと思います。以上を持ちまして挨拶と致します。 
 

■ 例会内容■ 
10月の視察研修といたしまして柳月スイートピアガーデンを見学いたしました。 
柳月スイートピアガーデンではお菓子作りを見学し最新設備による工場生産の様子を視察いたしました。 
会員の皆様も工場内の様子をじっくりと見ておりました。その後は宿泊先である十勝川温泉 観月苑に移動して

温泉などを楽しみました。夕食の懇親会では福田会員の乾杯の音頭で宴会が始まりました。 
その中で選考委員長の宮崎会員より次期会長候補の発表があり来期会長予定者の菊池吉郎会員の挨拶がありま

した。美味しい料理と楽しいゲームで盛り上がり豪華景品もあり笑いありの懇親会は楽しい時間を過ごし翌日に

は十勝川で鮭の遡上見学を致しました。 
 

    
 

    
 

    
 



 

  
 

    
 
※ 10月例会の写真は釧路あすなろクラブホームページに掲載されております。是非、ご覧ください 
                       アドレス URL http://www.marukoo.com/as/ 

★ 平野会員・福田会員より、お酒の差し入れを頂きました。 
■部会活動報告■ 
各部会、活動なし 
■事務局連絡■ 
※次期 第 51 期会長予定者は 菊池吉郎 会員と宮崎選考委員長より発表がありました。 

※12月の例会日が 12月 1日から 12月 14日（金曜日）に変更に成りました。 
ご迷惑をお掛けしますが日程変更について、ご理解ご協力の程宜しくお願いいたします。 
12月は家族クリスマス例会になっております、ご家族でのご参加をお待ちしております。 
詳しくは１１月例会時にご説明いたします。 
 
■■ 事務局連絡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
１．やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

２．円滑な会の活動を進めるために、年会費の早期納入をお願いします。 

３．会員増強を推進しています。推薦される方は事務局までお知らせください。 

４．ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 

５．例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。 

６．メールによる会報発送にご協力下さい。 

７．メールによる会報発送について、ご迷惑をおかけしています。受信履歴が無い場合等、ご連絡下さい。 
          



 

釧路あすなろクラブ 

11 月例会のご案内 
 
10 月は管外研修です。今年は十勝にある柳月スイートピアガーデンを視察しました。 
また、宿泊地である十勝川温泉では観月苑に宿泊し十勝を感じる管外研修になったと思います。 
11月例会は 2部構成になります。第 1部として『最新医療による中高年の健康管理』と題して高橋薬局 高橋
代表より成人病予防に関しての講演をして頂き、第２部では『保護司の現況』と題し釧路保護観察所 田中所

長より講演を頂きます。 
 

・ ・・・・ 11 月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■ 執行部担当 ２部構成 
 
第 1部 題目 『最新医療による中高年の健康管理』  

 

講師  高橋薬局 代表取締役 高橋 貢 様 
 

第２部 題目 『保護司の現況』  
 

講師  釧路保護観察所 所長 田中 康敬 様 

■開催場所■   釧路キャッスルホテル  
 
■日  時■   平成２４年１１月１４日（水曜日） 
         食 事 １８：００～ 
         例 会 １８：３０～ 
 
■出欠連絡■  締め切り １１月８日（木曜日） 必着 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
 
 
 
 

氏名           
 

11 月例会    出席  ・  欠席 
 

食事      有  ・  無 
 

 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二 25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 

三部会 吉田良幸 42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 

会報のメール配信を推奨しております。メール配信をご希望される方は事務局次長 

吉川 までメールをください。皆様のご協力、よろしくお願い致します。 

吉 川ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ【 p-man2007@mail.goo.ne.jp 】 携帯 090-2075-4661 



 

  
                                                    

2012年１１月号   
平成 24年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
■ 平成 24年１１月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  第１部『最新医療による中高年の健康管理』 
      第２部『保護司の現況』 
開催日時  平成２４年度１１月１４日（水曜日）  午後６時３０分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル 
出 席 者  出 席 者  第一部会 ９名  第二部会 ９名  第三部会 ７名  第四部会 ５名 
      合計出席者数 ３０名（全４９名）   出席率   ６１.２％ 
 

              
 

                 
 

   ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
皆さんお晩でございます。先日、帯広の管外研修も無事終わり、今期も本日と来月の１回を残すだけと成りま
した。今日は私たちに大切な健康に関する勉強と保護司に関する勉強で御座います。本日は第一部に高橋薬局 
代表取締役 高橋 貢 様が来られる予定でしたが都合により急遽、宮前彰彦 取締役に変更になりました。ご
了承下さい。話が変わりますが最近風邪が流行っておりますので、皆様も風邪をひいたな～と思えば、薬を飲む
なり、うがいをするなり、体に気を付けて頂きたいと思います。以上で終わります。 
■ 例会内容■ 
 草島副会長より第１部の講師の方の略歴が紹介されました。『最新医療による中高年の健康管理』と題しまして
高橋薬局 取締役 宮前彰彦 様より成人病に関して、病気に掛からない様に健康管理を徹底して下さい。すな
わち暴飲・暴食は止めましょう。適度な運動を致しましょう。病気に掛かってからでは大変なので未然に防ぐ努
力をして下さい。又、睡眠時における無呼吸症候群の話をされ、大変に危険なので心当たりのある方は耳鼻科に
掛かって下さいとの事でした。第２部では『保護司の現況』と題しまして、釧路保護観察所 所長 田中康敬 
様より保護司の現状として①保護司：保護司適任者確保の困難化・活動基盤の脆弱さ②保護観察対象者：問題性
の多様化等に伴う処遇困難化・帰住先や就労先確保の困難化③地域社会：地域社会の連帯感の低下・犯罪者の社
会復帰への理解不足 等の事で保護司活動の負担が増えており、個々の保護司の活動を支える事が重要であり、 
組織活動の充実強化が必要。今後は保護司個人の取り組みから組織的な取り組みへの変革が必要とされているそ
うです。例会終了後、第一部会より吉川克義会員、第二部会より中村 博会員、第三部会より草島守之会員、第
四部会より木元章義会員の３分間スピーチが行われました。 
■部会活動報告■ 
第一部会     なし             第二部会       なし 
第三部会     なし             第四部会       なし 
■事務局連絡■ 
※12月例会の日程が変更になっております。１２月１日（土）→１２月１４日（金）です。 
※12月は家族クリスマス例会になっております。ご家族でのご参加をお待ちしております。 
●やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 
●ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 
●例会に於いては必ず会員バッジを付けてください。        



 
 
 

釧路あすなろクラブ 
１２月例会のご案内 

 
今年も残すところあとわずかになりました。第５０期最後の例会です。 

12月は家族クリスマス例会になります。家族と一緒にクリスマス例会を楽しみましょう。 
 
 

・ ・・・・ 1２月例会 ・・・・・ 
 

■ 例会内容■     『家族同伴クリスマス例会』 
 
※今年はオークションを企画しております。 

協賛品大歓迎です。 
 

■開催場所■   釧路キャッスルホテル  
 
■日  時■   平成２４年１２月１４日（金曜日） 
 

         受 付  午後６時 
例 会  午後６時３０分～ 

 
■出欠連絡■  締め切り １２月６日（木） 必着（厳守） 
  ★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いいたします 
 
 
 
 

氏名           
 

1２月例会   出席  ・  欠席 
 

同伴者     あり ・ なし 
 

子供（小学生以下）  あり   名 
（同伴者会費 ２,５００円 小学生以下は無料） 

 
 
 
 

■ 各部会長のＦＡＸ番号■ 
一部会 谷口耕二  25-2690   二部会 猪俣利之 31-7166 
三部会 吉田良幸  42-2021   四部会 久保隆雄 51-5099 



 

  
                                                    

2012年１２月号   
平成 24年度年間テーマ 『半世紀、新たなる飛躍』 
■ 平成 24年１２月 例会報告 【執行部担当例会】  
題  目  『家族同伴クリスマス例会』 
開催日時  平成２４年度１２月１４日（金曜日）  午後６時３０分～ 
開催場所  釧路キャッスルホテル 
出 席 者  出 席 者  第一部会 ９名  第二部会 ８名  第三部会 ６名  第四部会 ８名 
      合計出席者数 ３１名（全４９名）   出席率   ６３.３％ 

           
 

             
 

   ■■■■■■■■■ 例会報告 ■■■■■■■■■■ 
■ 会長挨拶■ 
皆さん、こんばんは。私達執行部も今回が実質最後の企画例会です。二年はあっという間に過ぎ去りました。

昨年より再開しました、家族クリスマスパーティー、今夜も楽しい企画を考えております。紅鮭・たらこ等々の

セリを行いますので、皆さん、是非、格安で買って下さい。今夜は楽しい一時を皆様とわかちあいたいと、強く

思っておりますので、ゲストの皆様も十分楽しんで当クラブへのご理解・ご協力をお願い致します。本日は宜し

くお願い致します。 
 
■ 例会内容■ 
 家族同伴クリスマス例会ということで多くの皆様のご参加で楽しい例会が開催されました。 
今年はオークションを行い皆さん真剣に参加されました。また楽しいゲームがあり、前年に続き会長サンタのプ

レゼントなど参加者全員がとても盛り上がり楽しい例会でした。最後は第 50 期の齋藤会長を胴上げし、今期の
締めと致しました。皆さんのご協力大変ありがとう御座いました。 

          
 
■部会活動報告■ 
第一部会  12月 18日 忘年会         第二部会  12月 25日 忘年会 
第三部会  11月 29日 忘年会         第四部会  12月 26日 忘年会 

 
■事務局連絡■ 
※平成 24年 1月 26日（土）に第 51期定期総会を 18時 30分より開催いたします 

後日、往復はがきにて会員の皆様にご案内いたします 
※総会資料作成の為、住所・電話番号等が変更ありましたら事務局までご連絡ください 
●やむなく例会欠席予定を変更される方は部会長か事務局長への連絡をお願します。 

●ホームページでは、カラーの会報、写真、過去の記念誌、会報などがご覧いただけます。 
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