
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年１月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』

◆平成2１年１月　例会報告　【執行部担当例会】

題　　目　第4７期定期総会

開催日時　平成2１年度1月２４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 １１名　第二部会 ８名　第三部会 １１名　第四部会 １０名

　　　　　合計出席者数　　４０名（全４７名）　出席率　　８５.1　％

　　　　　　

◆定期総会報告◆

　信条昌和　　　：　第４６期　福田紀幸　会長

　会長挨拶　　　：　福田会長が一年間の会員各位の協力に対し謝辞を述べました。

今年もよろしくお願い申し上げます。私が会長になって二年間やらしていただきました。一年目

は無我夢中で一年間でした。二年目になってやっと良い例会が出来たかなと思います。振り返っ

てみますと各部会がすばらしい例会をしてくれたのを感謝しております。自分たちで勉強して行

くという形を採っている団体は管内ばかりではなく道内にも無いのではないかと思います。

釧路あすなろクラブは経済研修団体として、釧路の中で中小零細企業が、これだけのことをやり

遂げてゆく事が出来る団体だと思います。最後に、研修の質を高めるためにも会員増強を切に願

います。

　新入会員承認　：　満場の拍手により　青塚広美さんの入会が承認されました。

　　　　　　　　　　勤務先：青塚表具店　役職：代表

　議長選出　　　：　第４６期執行部に一任され、木内慎太郎会員が議

　　　　　　　　　　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　４７名中　出席　４０名　委任状　５名

　　　　　　　　　　　　会則１５条により成立を確認。

　永年勤続表彰　：　１９６９年入会の佐々木保幸会員在籍４０年を

　　　　　　　祝し、表彰状と記念品が贈られ、ご挨拶いただきました。

　第４６期皆勤賞：関 昭次会員、本間英俊会員ほか６名に皆勤賞が

　　　　　　　　　授与されました。　

　第４６期議事　：

　　第一号議案　第46期事業報告　　報告通り承認

　　第二号議案　第46期決算報告　　報告通り承認

　　第三号議案　第46期監査報告　　

　　　　　　　　関昭次監査より関昭次、本間英俊両監査による収支

　　　　　　　　決算監査の結果、適正と認めた旨報告

　第４７期議事　：

　　第一号議案　第47期役員改選

　　　泰地秀信選考委員より４７期役員改選の報告

　　　　第    47    期会長　宮崎博好  

　　　　第    47    期監査　佐藤誠一、坂本裕人  

　　第二号議案　第47期役員新任挨拶



　　　宮崎会長より47期役員が発表され承認

　　　副会長　泰地秀信、清水雅則

　　　事務局長　谷口耕二　

　　事務局次長　木元章義、中居好通、中村 博

宮崎会長より今年度のテーマが発表になり趣旨説

明がありました。今年度のテーマは「釧路の今、

そしてこれから」としました。私達会員の多くは

この釧路で暮らしています。今まで以上に活気あふれる元気な釧路をどのように築いていったら

良いのかを会員の皆さんと考えて行きたいと思います。

　　第三号議案　第47期業計画案　承認

　　第四号議案　第47期収支予算案　承認

総会終了後、懇親会会場へ場所を移し、宮崎会長の挨拶に続き伊東会員の音頭で乾杯。和気あい

あいとした雰囲気のなかで新年懇親会が行われました。新党大地代表衆議院議員鈴木宗男様より

祝電をいただきました。最後に泰地会員の締めの言葉をいただきまして懇親会は幕となりました。

◆第47期　部会役員紹介ならびに担当例会月◆

　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

第一部会 斉藤剛史 中島康秀 本間英俊 ８月

第二部会 関川孝輔 結城　太 木内慎太郎 ６月

第三部会 高木俊一 加藤敏幸 関　昭次 ５月

第四部会 前 義幸 小野寺英夫 中尾嘉男 ９月

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．例会参加時にバッチ着用の徹底をお願いします。

　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。身近な方に釧路あすなろクラブを勧めてください。

　　　釧路あすなろクラブの未来がかかっています。連絡は事務局長まで。

　５．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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

22月例会のご案内月例会のご案内
　定期総会では皆様のご協力の下、滞りなく議事が進行し、懇親会、ニ次会も大変盛り上がり、

すばらしいスタートが切れたと思います。さて、よいよ本格的に第四十七期の釧路あすなろク

ラブがスタートします。

　２月例会は釧路市企画財政部企画課 企画担当 課長補佐 秋里喜久治様をお招きし、釧路

市が描く未来像と実現に向けた長期～短期計画などをご講演頂きます。

・・・・・２月例会２月例会・・・・・

■例会内容■　　　釧路市の未来像ーその実現のために

　　　　講師　釧路市企画財政部企画課企画担当

　　　　　　　　　　　　　　課長補佐　秋里喜久治　様

■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

■日　　時■　　　平成２１年２月１９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　　２月　１２日（金）必着

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　 氏　名　　　　　     　　　      

　　 ２月例会　　出席　　 ・　　欠席

　　 食事　　 有　　　・ 　　無

■各部会長のＦＡＸ番号■
一部会　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年２月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』

平成2１年２月　例会報告　【執行部担当例会】

題　　目　『釧路市の未来像ーその創造と実現のために』
　　　　　釧路市企画財政部企画課 企画担当 課長補佐 秋里喜久治様

開催日時　平成2１年度２月１９日（木曜日）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 ６名　第二部会 １０名　第三部会 １０名　第四部会 ９名

　　　　　合計出席者数　　３４名（全４８名）　出席率　　７０．８％

◆会長挨拶◆

お晩でございます。今期初めての例会となります。近頃ようやく釧路らしい寒さに

なってきました。ラッコ見物をしていた高校生が転落した所に遭遇しましたが市役

所職員がすばらしい連係プレーで救出していたのを間近で見て、とても感心しまし

た。さて今日は釧路市企画財政部財政課の秋里様のお話を聞きまして今年のテーマ

であります、「釧路の今、そしてこれから」について良いアイデアを思いつくきっ

かけになればと思います。

◆野口会員より◆

昨年の１２月に息子の結婚式に際しまして、お祝いならびに電報をいただきまして

ありがとうございました。電報を読まれたときは仲間の顔が浮かびました。

◆新入会員紹介◆

１月総会にて承認されました、青塚表具店　青塚広美様の入会式が執り行われ、会

長より信条、手帳、バッチが授与されました。所属部会は２部会となります。



◆例会報告◆
　今日は「釧路市の未来像-その実現のために」と題しまして釧路

市企画財政部企画課企画担当 課長補佐 秋里喜久治様よりご講演

いただきました。昨年より策定されました釧路市の総合計画につ

いて、企画課で推進しております移住計画について、ふるさと納

税についてお話ししたいと思います。

　この総合計画は釧路市の最上位の計画であり１０年という長期

のものですので社会情勢を勘案しながら３年間ごとの見直しをします。釧路市が目指すま

ちづくりは、自然とまちの魅力が賑わいを創り活力みなぎる環境・交流都市「釧路」となっ

ており、恵まれた自然環境を守り続けると共に自然と調和したまちづくりを進めてゆきま

す。

総合計画のベースになる指標として重要なのが人口関連の指標です。

２００５年と２０１７年（推計）を比較しますと-１６％の１６万

人なると考えられます。しかしながら観光客や訪問者などの交流人

口約１万人を加えた１７万人と想定しています。

経済関連指標では、三次産業が減少することにより市内全体の総生

産額を引き下げる要因となりますので、就業者の一人あたりの総生産を増やす必要があり

ます。

釧路らしさ創出プラン総合計画を推進するために５つのテーマ「交

流」「環境」「安全」「人づり、連携、協働」「中核都市」に分け、

さらに連携しながら釧路らしさを創出してゆきます。その中で重要

なのが「港」ではないでしょうか？釧路港は釧路市が管理する港で

す。全国的に見ても他に多くありません。ということは釧路市の目

指す方向で港づくりが出来るわけです。釧路市では港を核とした産

業振興、広域交流を推進してゆきます。その他についてはホームページにあります資料を

ご覧ください。

釧路市移住計画につきましては、驚くほどの反響がありまして、多

数の問い合わせをいただいております。

昨年からふるさと納税が始まりましたので、ご親族、ご親戚にお勧

めください。

最後に質疑応答がありまして、ご講演を終了しました。

◆部会活動報告◆
　第一部会　２月２１日　味よし　出席８名　　　　　　　　　　

　第二部会　　予定：３月４日　末広館

　第三部会　２月１９日　なずな　出席１１名　　予定：３月３日　山はた　

　第四部会　　予定：３月６日　末広館

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．例会参加時にバッチ着用の徹底をお願いします。

　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。身近な方に釧路あすなろクラブを勧めてください。

　　　釧路あすなろクラブの未来がかかっています。連絡は事務局長まで。

　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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

３月例会のご案内３月例会のご案内

　２月例会は釧路市企画財政部企画課 企画担当 課長補佐 秋里喜久治様をお

招きし、釧路市が描く未来像と実現に向けた長期～短期計画などについて学び

ました。

　３月例会は「釧路市および周辺の観光について」と題しまして、観光産業の現

状及び今後の展望についてお話し頂きます。

・・・・・３月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『釧路市および周辺の観光について』　　
　　　　講師　釧路市経済部　観光振興室　観光振興担当　主任荒谷洋介様

■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

■日　　時■　　　平成２０年３月１９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 １２日（木）必着

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　 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　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年３月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年３月　例会報告　【執行部担当例会】

題　　目　『釧路市および周辺の観光について』
　　　　　講師：釧路市経済部 観光振興室 室長補佐 渡部 港吾様

　　　　　講師：釧路市経済部 観光振興室 観光振興担当 主任　荒谷 洋介様

開催日時　平成2１年度３月１９日（木曜日）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 ６名　第二部会 ８名　第三部会 １０名　第四部会 ７名

　　　　　合計出席者数　　３１名（全４８名）　出席率　　６４．５８％

◆会長挨拶◆

　今月も釧路市のご担当部署から講師をお招きし、観光についての研修になります。

地元釧路の事ですから、皆さん既にご存じの事も多いと思いますが、一歩突っ込ん

だお話も有ると思いますので、宜しくお願い致します。

◆木内会員より謝辞◆

　先月の父の葬儀にあたり会員の皆様にお手伝い頂き、また、大勢の方にご会葬賜

り加えて過分なるご香料を賜りました事、誠にありがとうございました。皆さまの

お力で無事葬儀を執り行えました事、重ねて御礼申し上げます。

◆事務局連絡◆

　厳島神社のお手伝いの打ち合わせを４月末に予定しております。郷土を愛するあ

すなろクラブの活動の一つとして、多くの会員にご参加頂ければ幸いです。会報に

お手伝いの参加申し込みを同封致しますので、会員多数の参加を宜しくお願い申し

上げます。

◆菊池会員より厳島神社宮司として挨拶◆

　今年もお祭りの準備の時期がまいりました。釧路あすなろクラブの皆さまには、

例年、神輿渡御行列指揮のご協力を頂き大変感謝しております。皆様におかれまし

てはお忙しい事と存じますが、本年もご協力賜ります様宜しくお願い申し上げます。

■　緊急事務局連絡　■

４月例会開催日が４月２２日水曜日に変更になりましたのでご注意ください。



◆例会報告◆

釧路市経済部 観光振興室 観光振興担当 主任　荒谷 洋介様よ

り、釧路を取り巻く観光の現状。釧路の観光資源等の紹介。釧

路市周辺の観光資源の紹介、観光振興への取り組み、について

ご講演いただきました。続いて、釧路市経済部 観光振興室 室

長補佐　渡部 港吾様より平成２０年１２月に中国で公開され

た映画「非誠勿擾」の大ヒットの反響についてご講演いただき

ました。

現在北海道観光の入り込み数は昨年のリーマンショック以降落

ち込んでおります。その中で、道東を舞台とした中国映画「非

誠勿擾」が注目されています。この映画は２１年１月４日現在

観客動員数３５０万人、興行収入約４８億円と中国ナンバーワ

ンヒットを記録しました。ロケ地は釧路、網走、知床と道東一

円にわたり、自然豊かな道東の景色をふんだんに取り入れられています。この映画

によって、中国ではロケ地ツアーが企画されており、阿寒湖畔の中国人観光客の人

数を見てみますと、２０年の１月２月で１３０名、のところが２１年１月２月には

４６０名と３倍になりました。また３月から５月にかけまして、ＡＮＡ，ＪＡＬな

どのツアーも企画されさらに増加する見込みです。いままで中国からの観光客が少

なかったのは、厳しい入国制限がありました。５名以上の団体であること、ビザの

取得に３０万円～５０万円の供託金を支払が必要でした。現在中国には年収１億円

以上の富裕層が２億人もいるそうです。その富裕層が日本観光

での一人当たりの消費額は４００万円という統計もあり、日本

政府も動き出しまして、今年中に年収３００万円以上が証明で

きれば個人旅行を許可するようです。我々としてもこのチャン

スを生かすため４月２０日に北海道各地の観光協議会、観光関

係団体が中国にプロモ－ションヘ行きます。これに先立ち２月

には香港で、この映画上映とあわせて北海道観光のＰＲを行いました。定員２千人

のところ４千人もの応募があり、これはかなりの中国人が北海道観光に興味を抱い

ているかを示してものであります。平成１８年より釧路公立大

学の地域経済研究センターと共同研究で１０年計画の釧路観光

振興ビジョンを進めております。３年目を迎えましてＭＩＣＥ

誘致を協力に推進しています。アフターＭＩＣＥとしまして、

もう一泊阿寒に泊まっていただいて、大会だけではなく観光も

含めて釧路への滞在日数を少しでも増やすような取り組みも進

めています。

◆部会活動報告◆
　第一部会　　なし　　　　　　　　　　　第二部会　３月２３日　釧路キャッスルホテル

　第三部会　４月５日予定　　　　　　　　第四部会　３月　６日　末広館

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．近藤義男会員が加療のため入院されましたので、会よりお見舞いを出させて頂きました。

　２．例会参加時にバッチ着用の徹底をお願いします。

　３．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。

　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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

４月例会のご案内４月例会のご案内

　４月例会は、日本銀行釧路支店支店長の小澤浩太郎さまをお招きし、私達を取

り巻く金融・経済の動向と景気・経済の現状等についてご講演頂きます。

　世界規模の経済と身近な地域経済の関係や、今後の展望など、興味深い内

容になろうかと思います。

※ 例会日が当初予定の４月１６日  (  木  )  から４月２２日  (  水  )  に変更になり  

ましたのでご注意下さい。

・・・・・４月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『世界経済の動向と道東経済の現状』（仮）
       　　　　講師　日本銀行 釧路支店 支店長 小澤浩太郎 様

■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル　二階　鶴の間

■日　　時■平成２１年４月２２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　１０日（金）必着

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　 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　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年４月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年４月　例会報告　【執行部担当例会】

題　　目　『世界経済・金融市場の動きと道東の経済情勢』
　　　　　　　講師：日本銀行 釧路支店 支店長 小澤浩太郎 様

開催日時　平成2１年度４月２２日（水曜日）午後6時30分～

開催場所　釧路キャッスルホテル　２階　鶴の間

出 席 者　第一部会 ７名　第二部会 ８名　第三部会 ７名　第四部会 ６名

　　　　　　合計出席者数　　２８名（全名）　出席率　　５８．３３％

　　　　　傍聴参加者　２名

◆会長挨拶◆
　４月も後半だというのにとても寒い１日でした。もうすぐゴー

ルデンウイークですが、お出かけの方は事故などには充分気を

つけてください。５月になりますと裁判員制度が始まります。

当クラブでも一昨年例会にて勉強いたしました。もし選ばれま

した方がおられましたら、国民の義務でもありますので、しっ

かりと果たしてください。今日は日本銀行釧路支店長小澤様か

ら「世界経済、金融市場の動きと道東の経済情勢」と題しましてご講演いただきま

す。

◆例会報告◆
　釧路に赴任しまして１年１０ヶ月になります。夏の気候の涼

しさと、食材のおいしさに魅了されまして、まだまだ釧路で勤

務したい気持ちでございます。　日本銀行の使命は道東地区に

銀行券を円滑に供給することです。加えて地域の経済状況を調

査して、本部に報告し日本全体の景気判断に役立てることもし

ております。今日は世界の経済状況、日本の経済状況、 後に

道東の経済状況についてお話しいたします。昨年９月のリーマ

ンショック以降世界の金融市場が大混乱に陥った影響で、実体

経済に大きなマイナスの影響が全世界に広がりました。その原

因は低所得者向けの住宅ローンが不良債権化し、その損失処理

に追われたため、金融機能が大幅に低下し、実体経済にも影響

が及んだことによります。その損失額はＩＭＦの０９年４月推

計では全世界で４兆ドルと試算されています。この損失額が世界経済の１００年に

一度の大不況の原因です。金融機関でこの損失の処理が出来ないため、各国は税金

を投入したり、政策金利を大幅に下げたりしてなんとか金融市場を維持している状

況です。日経平均株価を見ますと、３月１０日には史上 安値を記録しました。



日本は他国に比べ金融損失は多くありませんでしたが、これは

輸出に大きく依存している日本企業が、世界経済の不況で大打

撃を受けていることによります。北海道の経済状況につきまし

ては業況判断の数値を見ますと引き続きマイナスのままであり

ますが、０９年３月において　他地域が大幅に落ち込む中、道

東地域の下落幅が小さかったため、業況指数から見ると『国内

で一番良い地域』になっています。これは、他地域と比べ輸出主体の産業である自

動車、電機、産業機械などの業種の割合が少なく、農水産業を中心　とした基礎的

食料品の割合が大きく、いわゆる、内需の安定した底堅い部分に支えられたと言え

ます。

　道東の主要プロジェクトですが、食糧自給率の向上のために十勝に集中的に投資

されています。しかしながら釧路は耐震岸壁のみと大きく引き離されております。

管内経済活性化に向けた展望としては、３つのキーワード「食料、環境、観光」が

重要となります。この３つの資源の潜在的な力は十二分に持っていると思いますの

で、活かすような努力をしてゆけば、もっと釧路は発展できるのではないかと思い

ます。

　質疑応答の中で、日本銀行券の発行数決定基準に関する質問について、ご丁寧な

補足連絡を頂きましたので、お知らせいたします。

　かつては「 高発行額制限制度」によって上限をコントロールしておりましたが

平成９年に成立した新日本銀行法の下で廃止され、現在は世の中の銀行券に対する

需要で決まる形になっております。

◆事務局連絡◆
３月の会報に新しい住所録を同封いたしましたので、会報綴り

の差し替えをお願いいたします。また、間違い、誤植などがご

ざいましたら事務局まで連絡ください。

厳島神社例大祭お手伝いへの参加有り難うございます。明日４月２３日木曜日午後

６時より厳島神社社務所にて第一回目の打ち合わせを行いますので出席お願いいた

します。引き続き参加いただける方を募集しておりますので参加可能な方は事務局

までご連絡ください。

◆部会活動報告◆
　第一部会　　なし　　　　　　　　　　　

　第二部会　４月９日　キャッスルホテル　６名　４月２６日　キャッスルホテル

　第三部会　４月５日　厚床フットパス　　５名　４月２２日　キャッスルホテル

　第四部会　４月１６日　ダンススクールオノデラ　５名

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．例会の無断欠席が散見されます。会費の無駄をなくすためにも、やむを得ず予定を変更　

　　　して欠席される時は前日までに、部会長か事務局長までに必ず連絡お願いします。

　２．例会参加時にバッチ着用の徹底をお願いします。

　３．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。

　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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

５月例会のご案内５月例会のご案内

　５月例会は、第三部会担当の部会例会です。『フットパスから学ぶ歩く文化』

歩いて発見、地域の魅力的な景観探し、と題しまして第三部会員が実際に歩いた

様子や、根室ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表 伊藤泰通 様にフットパスの現状をご講演頂きま

す。

・・・・・５月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『フットパスから学ぶ歩く文化』

　　　　　　　　　歩いて発見、地域の魅力的な景観探し

　　　　　　　講師　根室ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表　伊藤泰通　様

■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

■日　　時■　　　平成２１年５月１４日（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（月）必着

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　 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　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年５月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年５月　例会報告　【部会担当例会】

題　　目　『フットパスから学ぶ歩く道の文化』

　　　　　　　歩いて発見！地域の魅力景観探し

　　　　　　　講師：ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表　伊藤泰通 様

開催日時　平成２１年度５月１４日（木曜日）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６名　第三部会１１名　第四部会６名

　　　　　 合計出席者数　　３３名（全４８名）　出席率　　６８．７５％

◆会長挨拶◆
桜の開花宣言がなされましたが、急に冬に戻ったような

寒さとなっております。くーちゃんも故郷に戻っている

ようですね。浜中につづき根室でもラッコが現れ話題に

なっております。今日はその根室にあります、英国生ま

れのフットパスについて学びます。

◆事務局連絡◆
４月２３日に厳島神社お手伝い打ち合わせ１回目を開催しま

した。神社委員長に坂本会員。副委員長に福田会員、中村会

員、斉藤剛史会員が選ばれました。

木内会員より御尊父様の葬儀に対してのお礼状が事務局宛に

届きました。

◆入会承認◆
畠山智彦さん「釧路コールマイン㈱」：吉川克義さん「山本商事㈱」

２名の入会が満場の拍手により、承認されました。

所属部会は畠山さんが第一部会、吉川さんが第二部会となります。

◆例会報告◆
　安藤会員の進行により第二部会の発表が始まりました。最

初に高木部会長より今日のテーマである「フットパスから学

ぶ歩く道の文化」の説明がありました。フットパスという言

葉自体あまり知られておりませんが、元々イギリス国内に張

り巡らされた歩行者専用の歩く道です。いくつもの町や村、

森や川、などを巡る大規模な物から一地域を巡る距離の短い

物などスタイルは様々です。



　美しい景観や町並み、田園風景などフットパスと切っても切れない縁で大切に保存され

ています。続いて、加藤会員より実際に第三部会会員が歩いた厚床フットパス体験ビデオ

を交えて報告いただきました。本日の講師であります、ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表伊藤康通様

より、厚床フットパスの成り立ちから、現在の状況、将来の展望など紹介ビデオを交えま

してご講演いただきました。

　最初は牧場の散歩道として整備してきましたが、イギリスの風景に似ているところから

イギリスで使われているフットパスという言葉に代えました。この事業が広く認識される

ようになったのは、歩く道を利用して地域の活性化を図っていることです。フットパスを

作るきっかっけは、地域の過疎化の対策のために交流人口を増やせるのではないか？また

高齢化の対策のためにフットパスを一緒に造る若者に参加を呼びかけて、その中の一部で

も定着のきっかけになのではないか？酪農と言えば３Ｋのイメージがありますが、農村文

化をあまり伝えていないのではないか？と反省し、施設の名称などの工夫することでお

しゃれに伝える、などがあります。

　我々の生業はフットパスではなく酪農業であります。フットパスはその酪農業を知って

もらうためのツールとして作っています。根釧地域は餌になる牧草が１００％供給できる

希な地域であり、安心安全高品質な乳製品を生産していることを身近に感じていただくこ

とで、酪農業のファンを増やし、消費を増やし、地域を活性

化してゆこうとしています。今年からは根室市や観光協会か

らの協力も得られ、観光パンフレットに掲載されるようにな

りました。　我々の酪農業の収益だけでフットパスを維持し

てゆくのには限界があります。今年から、きちんとした事業

として成り立つような方向に進めております。統計的に需要

を予測しますと、自然を楽しむ観光客としては３万人ほどと

考えられます。近年の個人旅行への転換、ネイチャーへの関

心の高まり、食育、心の教育への関心の高まり、国策としてのインバウンド観光などにビ

ジネスチャンスがあると思われます。

◆部会活動報告◆
　第一部会　計画中

　第二部会　5月11日釧路キャッスルホテル ７名　5月26日釧路キャッスルホテル

　第三部会　5月12日釧路キャッスルホテル　5月14日　打ち上げ

　第四部会　5月21日　ダンススクールオノデラ

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．新型インフルエンザが流行しつつ有ります。会員におかれましては体調管理にご留意下さい。

　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．近藤会員が入院されましたので、お見舞を出させて頂きました。

　４．坂上会員のご子息がご結婚されましたのでお祝いを出させて頂きました。

　５．岡田会員が入院されましたので、お見舞いを出させて頂きました。

　６．前会員にご子様が誕生されましたので、お祝いを出させて頂きました。

　７．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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

６月例会のご案内６月例会のご案内

・・・・・６月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『釧路ＺＯＯ　折り紙プロジェクト！！』

　　　　　　　　　

■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

■日　　時■　　　平成２１年６月１１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　６月４日（木）必着

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　 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　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年６月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年６月　例会報告　【部会担当例会】

題　　目　『釧路ＺＯＯ　折り紙プロジェクト！！』

開催日時　平成２１年度６月１１日（木曜日）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５名　第二部会１１名　第三部会８名　第四部会５名

　　　　　 合計出席者数　２９名（全５０名）　出席率　５８％

◆会長挨拶◆
　６月だというのに連日の雨と低温の中お集まりいただ

きまして有り難うございます。今日は仕事で根室へ行っ

てまいりましたが、道中の景色が春なのか秋なのか判ら

ないような感じです。若葉があるかと思えば、まだ枝の

ままという状態でした。さて、新型インフルエンザも東

北までやってきております。北海道への上陸も時間の問

題かと思います。会員の皆様は多くの方に接する機会も

多いかと思います。万全の予防を心がけてください。今日は２部会の発表です。釧

路動物園のさらなる発展にどのような策があるのか、期待しております。

◆入会式◆
　今月より、山本商事㈱吉川克義さん、釧路コールマイン㈱畠山智彦さんが入会され、会

長より信条、バッチ、手帳などが授与されました。続いて自己紹介ならびに入会の挨拶を

いただきました。

◆高木会員より◆
　長男、次男の結婚式に際し会よりお祝いをいただき、誠にありがとうございました。

◆前会員より◆
　長女が生まれました際に、会よりお祝いをいただき、誠にありがとうございました。

◆事務局連絡◆
　釧路商工会議所発行の釧路検定試験テキストダイジェ

スト版をいただきました。全員に配布いたしますので、

ご活用ください。また、7月例会「野遊会」のクイズで

使うかもしれませんのでよろしくお願い申し上げます。

　会員手帳の追加ページを作成いたしまたので、手帳の

ページに合わせて追加頂きたくお願い申し上げます。



◆例会報告◆
　平井会員の進行により部会発表が始まりました。関川部会

長より趣旨説明があり、ラッコのくーちゃんや、アムールト

ラのタイガとココア、ホッキョクグマのツヨシなど、動物に

関わるニュースで釧路が全国に伝えられました。大勢の観光

客が訪れ、地元住民も地域のことを確認できる良い機会に

なったと思います。まず、釧路に住んでいる私たちが地域の

ことにより関心を持ち、この地域の持っている良さをもっと発信していければ必然と釧路

に来ていただけるのではないかと思います。そこで、釧路動物園を応援するためにはどう

するかと考えたとき、釧路市観光協会で配布されている鶴のおりがみをヒントに動物の折

り紙で釧路動物園を作ってみては面白いのではないかと考えました。日本人におりがみは

馴染みの深い物です。誰でも手軽に作れますので、動物園の応援グッズには最適ではない

でしょうか？さて、皆様はそんなに動物園に行かれる年齢ではないと思います。ここで簡

単な釧路市動物園テストを行います。釧路市動物園に飼育されている動物の名前を当てて

ください。続いて結城会員より「釧路ｚｏｏおりがみプロジェクト」の説明がありました。

我々は、釧路市動物園マップと折り紙のセットを提案します。マップの上におりがみの動

物を並べます。これでミニ動物園の完成です。ただの平面マップより、立体的なおりがみ

のほうが、実際に動物園に行ったような気がしますし、釧路動物園に興味を持って頂ける

のではないかと考えました。これを釧路各所で配布し、また幼稚園、小学校にも配布して

動物園のことを考えながらご家族で作って頂いきたいと思います。そうすることで釧路動

物園に対する愛着が生まれ、リピーターとなることでしょう。また、釧路に来た観光客に

も進んで紹介できるようになることと思います。続いて、佐藤会員と、青塚会員によりま

す、おりがみ実演講習となり、大きな紙でウサギとキリンの折り方を実演しました。出席

した会員にも、おりがみが配布されており、皆童心に返って真剣に折っていました。

最後に平井会員より、このおりがみが釧路動物園の発展、さらに釧路の発展に寄与できる

よう活動を続けたいとの挨拶で終了となりました。

◆部会活動報告◆
　第一部会　６月１５日月曜日　末広館　例会テーマを決定、懇親会、新入会員歓迎会

　第二部会　６月１６日火曜日　ほやほや　例会発表打ち上げ、新入会員歓迎会

　第三部会　なし

　第四部会　６月２５日木曜日　市民活動センターわっと１階 例会内容の打ち合わせ
◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．７月例会「野遊会」の出欠連絡はファックスにてお送りしております。

　　　まだ返信されておられない会員はお早めに部会長宛に返信お願いします。

　２．岡田会員のご子息がご結婚されましたので、お祝いを出させていただきました。

　３．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。

　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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

７月例会のご案内７月例会のご案内
　

７月例会は野遊会です。食べて飲んで、夏を楽しみながら

親交を深めましょう！（ミニゲーム[景品付き！]も用意してます）

■例会内容■　『　野　遊　会　』　　　

■開催場所■　千代ノ浦マリンパーク(千代ノ浦漁港内) 

　　　　　　　　 バーベキューコーナー（屋根付きの会場です）

■日　　時■　　　平成２１年７月５日（日曜日）雨天決行

　　　　　　　　　　　集合：午前１０時５０分

　　　　　　　　　　　開始：午前１１時  

　

出欠連絡■　締め切り　６月２９日（月曜日）必着！

お酒が出ます。飲酒される方は、お車でのお越しをご遠慮下さい!！

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
＊準備の都合が有りますので、早目の出欠連絡をお願いします。

　 氏　名  　　　　　　　　　　　　         　　　           

　　 ７月例会　　出席　　 ・　　欠席

■各部会長のＦＡＸ番号■
一部会　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年７月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年７月　例会報告　【部会担当例会】

題　　目　『野遊会』

開催日時　平成２１年度７月５日（日曜日）午前１１時～

開催場所　千代の浦マリンパーク　バーベキューコーナー

出 席 者　第一部会５名　第二部会６名　第三部会５名　第四部会３名

　　　　　 合計出席者数　１９名（全５０名）　出席率　３８％

◆会長挨拶◆
　本来は暖かくなる時期ですが７月に入り雨天も多

いなど、天候不順が続いています。体調管理にも充

分注意してください。今日は今年初めての屋外活動

の野遊会です。食べ飲み語り合い会員相互の懇親を

深めて頂ければ幸いです。

◆来期会長選考に関して◆
　  ８月末に来期会長の選考委員会を開催する予定です。各部会とも、

    ８月２０頃までに来期の会長候補の選考をお願い致します。

◆例会報告◆



◆部会活動報告◆
　第一部会　７月１２日　福司酒造見学　８名　７月２１日(予定)　釧路キャッスルホテル

　第二部会　なし　第三部会　なし

　第四部会　６月２５日　わっと　７名　テーマ「釧路の食文化を見つめて」に決定

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．７月１１日土曜日厳島神社例大祭神輿渡行行列進行指揮は会員の皆様のご協力で無事終了しました。

　２．中村博会員が加療のため入院されましたので、お見舞いを出させて頂きました。

　３．杉本眞美会員の御尊父さまが逝去され、会より弔電と香典を送らせて頂きました。

　４．本間英俊会員ご子息がご結婚されますので、会より祝電とお祝いを送らせて頂きました。 

　５．９月例会の日程が９月１４日（月曜日）に変更になります。スケジュールの訂正お願いします。

　６．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。

　７．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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

８月例会のご案内８月例会のご案内
７月例会は天候にも恵まれ、おいしいバーベキューと釧路検定から出題されたク

イズもあり、楽しい一日でした。さて、８月例会は第一部会の発表です。

釧路の地酒「福司」の魅力を再発見します。

・・・・・８月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『釧路の地酒「福司」を知る』

　　■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

　　　　　　　　　　　　１階　海の間

■日　　時■　　　平成 ２１ 年 ８ 月 ４ 日（火曜日）

　　　　　　　　　食事　午後 ６時～

　　　　　　　　　例会　午後 ６時３０分～

※　試飲でお酒が出ます　※
 ＊お酒が出ますので、飲酒される方はお車でのお越しをご遠慮下さい

 ＊お食事は通常通り用意致します。食事の有無をいつも通り返信下さい。

 ＊福司の試飲と福司を使ったお菓子の試食。少量ですが、試飲時の

   つまみも用意しています。(第一部会負担)

　出欠連絡■　締め切り　７月２７日（月曜日）必着

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
＊準備の都合が有りますので、早目の出欠連絡をお願いします。

　 氏　名  　　　　　　　　　　　　         　　　           

　　 ８月例会　　出席　　 ・　　欠席

　　 食事　　 有　　　・ 　　無

■各部会長のＦＡＸ番号■
一部会　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年８月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年８月　例会報告　【部会担当例会】

題　　目　『釧路の地酒 福司 を知る』

　　　　　福司に見る地元企業のコラボレーション効果

　　　　　講師　SNOW SOAP FACTORY 川村有希様

開催日時　平成２１年８月４日（火曜日）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１０名　第三部会８名　第四部会４名

　　　　　 合計出席者数　３２名（全５０名）　出席率　６４％

◆会長挨拶◆
　７月は野遊会でしたので２ヶ月ぶりに戻ってきました。昨日中

標津で酪農家の人とお話しする機会があり、天候不順で牧草が乾

燥せず、そのまま放置されているとのこと。また雨が止んでもぬ

かるため、刈った草を起す機械が入れないそうです。このままで

は牧草の栄養価が下がってしまい餌に出来なくなってしまい大変

困っているとのこと。季節なりの天候の大切さがよくわかる話でした。

　よいよ衆議院選挙が始まります。当クラブ会員の伊東良孝さんが立候補します。

釧路あすなろクラブとして励ます会を開催しますので、国政に向け奮闘する仲間を

みんなで応援して頂けるようお願いします。

◆本間会員より◆
　長男の結婚式に際し会よりお祝いをいただき、誠にありがとうございました。

◆杉本会員より◆
　父の葬儀にあたり会員の皆様にご会葬賜り加えて過分なるご香料を賜りました事、

誠にありがとうございました。御礼申し上げます。

◆例会報告◆
　我々第一部会は「釧路の今、そしてこれから」を念頭に置き釧

路をもう一度見直してみるところから始まりました。一部会のメ

ンバーから様々な意見を聞けた中でひと

際そそられる案が出てきました。それが福

司でした福司がどこにあるのかは知っていますし、飲んだ

事もありますが地元釧路市で作られているのに知らない

事が多い事に気が付きました。福司酒造は仕込みの方法

から蔵出しに至る製造方法などは勿論ですが、他社との

コラボレーション商品が数多く有る事も判りました。



　中島製菓さんとの「福司ケーキ」「福司まんじゅう」、釧路コールマイ

ンさんとの「海底力」そして本日ゲストとしてお招きしましたスノーソー

プファクトリーさんとの「福司石鹸」！などです。

　酒造りのビデオ、本間会員による蔵見学説明の後、畠山会員より「海

底力」誕生経緯の発表がありました。

　日本酒の貯蔵・熟成において最も大切な気温、湿度の安定、さらに紫

外線にふれないという最適の条件を兼ね備えており、また国内唯一

の釧路コールマインの坑内で、世界初ともいえる海面下200～300m

の場所で地酒を熟成するという付加価値が生じることで釧路の活性

化にも繋がるとの思いからその実現に向けて両社で検討を重ねた。

数々の複雑な手続きの末、平成１８年１月２５日に第一回目の坑内搬入

が行われ、９ヶ月後の１０月３１日に蔵出しされました。瞬く間に完売とな

り、続けて平成１９年３月１３日に２回目の坑内搬入が行われ、翌平成２０

年１月３０日に２回目の蔵出し、以後現在も続いております。

　次に、ゲストのスノーソープファクトリー川村様よ

り福司石鹸誕生の経緯などを解説いただきました。

　お酒には美肌効果があると言われておりました。

この釧路に何か貢献できることがあるかと考えた

とき、地酒メーカーである福司があることに気付き、

伺ったところ快く承諾が得られまして、試行錯誤の末、花華ハマナス酵母を使用したお

酒の石鹸を発売することが出来ました。他に純米酒と酒かすの石鹸もあり、大変評判が

良いとのこと。続いて、７種類用意しました福司の試飲と、福司ケーキ、福司まんじゅう

の試食となりました。

　最後に利き酒大会が行われ、３種類当てた第四部会の前さんの優勝となりました。最

後に第一部会を代表して畑会員より締めの言葉をいただきました。第一部会の皆様ご

苦労様でした。

◆部会活動報告◆
　第一部会　7月29日（水）７名　：　8月4日（火）部会と懇親会８名

　第二部会　8月17日（月）６名

　第三部会　8月10日（月）１０名

　第四部会　8月6日（木）６名　：　8月19日（水）３名　9月10日（金）予定

◆選考委員会報告◆

　8月26日釧路キャッスルホテルにて選考委員会が開催され、関 昭次会員が選考

委員長に選任され、来期会長候補及び監査役人選の討議が行われました。
◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．坂本会員ご令嬢がご結婚されましたので、お祝いを出させていただきました。

　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．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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



  

釧路あすなろクラブ釧路あすなろクラブ

９月例会のご案内９月例会のご案内
　

８月例会は地酒福司について学び味わいました。

９月例会は今年最後の部会例会となる第四部会の発表です。

たくさんある釧路の食材の中から新しい時代の食材をご紹介します。

・・・・・９月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『釧路の食文化のこれからを見つめて』

　　　　　　　　　　２１世紀の食材ルネッサンス＜菊芋＞を食す。

　　講師　レストラン　イオマンテ　オーナーシェフ　舟崎一馬様

　　■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

　　　　　　　　　　　　１階　海の間

■日　　時■　　　平成 ２１ 年 ９ 月 １４ 日（月曜日）

　　　　　　　　　食事　午後 ６時～

　　　　　　　　　例会　午後 ６時３０分～

出欠連絡■　締め切り　９月７日（月曜日）必着！

　　★出欠・食事の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
＊準備の都合が有りますので、早目の出欠連絡をお願いします。

　 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　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年９月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年９月　例会報告　【第四部会担当例会】

題　　目　『釧路の食文化のこれからをみつめて』

　　　　　２１世紀の食材ルネッサンス＜菊芋＞を食す。

　　講師　レストランイオマンテ　オーナーシェフ　舟崎一馬様

開催日時　平成２１年９月１４日（月曜日）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９名　第二部会８名　第三部会９名　第四部会１０名

　　　　　 合計出席者数　３６名（全５０名）　出席率　７２％

◆会長挨拶◆
　８月30日の衆議院選で当クラブ会員の伊東良孝

さんが現役候補との接戦を制し初当選を飾りました。

皆さんのご協力、心より感謝いたします。

　釧路も収穫の秋を迎えました。大漁どんぱくでは、

おいしいサンマを堪能しました。また芸術の秋でも

あります。先日、相田みつお展に行きましたが、最

終日と言うことで大変混雑しておりました。

◆例会報告◆
　小野寺副部会長の司会により第四部会の発表が始

まりました。４月より部会で検討して参りました中で、釧

路の食材の多様さに着目。地場の食材を再認識をして

いただきたいと思います。

　続いて前部会長より魚、肉、野菜、ローカルフード、地

域の取り組みなどをスライドを用いて発表しました。

　その中で釧路産業クラスター創造研究会の新聞記事が目に止まり、「キクイ

モ」を使ったパウンドケーキに注目することにしました。

キクイモは戦時中の食糧難の時によく食べられていた

菊科の植物で、塊茎にはイヌリンという難消化性の多

糖類が含まれており、インスリンのように血糖値を抑え

る働きがあります。ヨーロッパでは現在でも食用されて

います。



　このキクイモを偶然畑で見つけて栽培を始めたのが、

釧路市音別町りんどうの里伊藤農園の伊藤今朝儀さん

です。我々は８月１９日に伊藤農園に取材に伺い、キクイ

モとの出会いから栽培のご苦労などを取材してきまし

た。キクイモは保存が難しく、試行錯誤の結果フリーズド

ライ加工することで、イヌリンの消失を最小限に抑えた

状態で保存できようになったとのこと。

　第四部会の発表に続き、このパウンドケーキを開発さ

れたレストランイオマンテのオーナーシェフ舟崎一馬さ

んに、キクイモとの出会いから開発のご苦労まで講演い

ただきました。

　キクイモはデンプン質がほとんど無く、熱を加えると

溶けてしまい料理が難しい食材のため、一般的な料理

方法としては、グラタンやスープなどが多いそうです。

　特に今回開発されたパウンドケーキは、地産地消を考

え、伊藤農園さんの小麦（春よ恋）、たまごは鶴居村の

（こっころたまご）、酒には地酒の福司を用いるなどの

こだわりが高く評価されています。（ちなみに、ケーキ

の味を決めたのはレストランの女性スタッフとのこと。）

　キクイモの消費拡大のため、健康食品関係の展示会

などに出展しておりますが、とても注目を浴びておりま

して、引き合いが多数寄せられており、生産量も倍増しています。

　まだまだ未知な食材ではありますが、産地として釧路の発展に少しでも寄与

できればと思います。

　最後にパウンドケーキを試食しました。始めて口にする方が多いようでしたが、

とても美味しいと評判でした。第四部会の皆様ご苦労様でした。

◆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　9月10日　ダンスホールオノデラ　６名　9月14日　打ち上げ（懇親会）ﾘﾄﾙﾘﾘｰ

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．伊東良孝会員衆議院小選挙区当選の祝勝会を予定しております。詳細が決まり次第ご連絡

　　　しますので、よろしくお願い致します。

　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．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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ　１０月例会のご案内

・・１０月例会（管外研修 宿泊例会）・・

　　■例会内容■　　管外宿泊研修

　　　　　　　　　　　　「十勝ワインに学ぶ、地域産業振興」

　　■研修場所■　　　　池田町ワイン城（池田町ブドウ、ブドウ酒研究所）　

　　　　　　　　　　　　　ワイン工場ガイドツアー、ワインセミナー（ワイン３種試飲付）など

　　■宿泊場所■　　　　十勝川温泉　「 観月苑 」

　　■スケジュール等■ 　一日目　平成２０年１０月１７日（土曜日）

　　　　　　　　　　　　集合場所　釧路市役所裏側

　　　　　　　　　　　　集合時間　午後1 ２時４０分

　　　　　　　　　　バス出発時間　午後　1時００分（集合次第出発します。）

　　　　　　　　　　　　研修（池田町ワイン城）　午後３時頃～

　　　　　　　　　　　　例会、宴会　午後６時３０分頃～
　

※集合場所まで車で来られる方は、市役所第二駐車場を利用できます。

※バスはイトーヨーカドー前、釧路ヤクルト前、ホーマック星が浦店前にも寄ります

※バスの中の飲食は自己負担にてお願いします。
　

　　　二日目　平成２０年１０月１８日（日曜日）

　　　　　　　　　　　　出発時間　午前９時３０分

　　　　　　　　　　　　到着時間　午前１１時３０頃（釧路市役所裏側）
「　※　道路状況などにより、若干予定変更の可能性もありますので、予めご了承ください。　」

やむを得ず  出欠予定を変更される場合  は必ず  各部会長  または  事務局長へ連絡  してください。  

■出欠連絡■　締め切り　１０月５日（月）必着
★出欠・バス利用の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　 氏　名　　　　　　　　　　　  .  
　　　　　　

　　 　　１０月例会　　　出席　　 ・　　欠席

バスの利用　　する　　 ・ 　　しない
※研修でワインの試飲もあるため、極力送迎バスの利用をお願いいたします。

乗車場所に○をつけてください。

市役所駐車場　：　イトーヨーカドー前　:　釧路ヤクルト前　：　ホーマック星が浦店前

■各部会長のＦＡＸ番号■
一部会　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０

詳細問い合わせ、緊急連絡先　事務局長　谷口耕二　０９０－８６３３－９７４３



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年１０月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年１０月　例会報告　【執行部担当例会　管外宿泊研修】

題　　目　『十勝ワインに学ぶ、地域産業振興』池田町ブドウ、ブドウ酒研究所

開催日時　平成２１年１０月１７日（土曜日）～１８日（日曜日）

宿泊場所　十勝川温泉　観月苑

出 席 者　第一部会５名　第二部会７名　第三部会６名　第四部会７名

　　　　　 合計出席者数　２５名（研修出席者数２１名）　出席率　５０％

◆会長挨拶◆
　池田ワイン城の研修でブドウ栽培とワイン製造現場を見学し、池田町の長期に渡る地域産業振

興を研修して来ました。また、ワインテイスティングセミナーの試飲ではワインの違いを感じる

こともできました。今年も残す所２回となりましたが、今日はゆっくりとご歓談し懇親を深めて

頂ければ幸いです。　

◆会長選考委員会報告◆
　関 昭次 選考委員長より、来期会長候補の発表が行われ、現会長である宮崎博好会員の再任を

決定したとの報告を受け、拍手を持って承認されました。

◆例会報告◆
　１０月１７日午後０時４５分に釧路市役所裏を出発し、途中恋問、浦幌に寄り、午後３時２０

分にワイン城に到着。ブドウ畑、工場見学、ワインセミナーを受講しました。

　地域産業振興を目的に始まった池田町のワイン造りは日本初の一村一品運動でもあります。戦

後再建団体になった池田町は、財政再建のために身近にある素材として山ぶどうに注目しワイン

醸造に挑戦しました。そのワインは海外で高い評価を得ますが、収量が安定しないため、町が独

力でブドウの品種改良に取り組みました。栽培方法を研究する中で、近隣の農家の方も興味を持

ちはじめ、徐々に協力を得られるようにり官民一体になって品種改良を続けました。

　寒冷地でも栽培できるワインに適したブドウを探し、なんと二万種類もの品種を生み出してき

た中で清見種と山ぶどうとの交配が、とても良いブドウを生み出すことを発見。この技術により、

独自品種「清舞」「山幸」が生まれ、安定したワイン醸造が出来るようになりました。その収益

は総額４８０億円にもなり、体育館や町民ホールの建造をはじめ町財政に多大な貢献をすること

となります。なにより、地域農業振興としてブドウ栽培とワイン醸造が日の目を見るまで１０年

以上も地道に取り組み続けた。その事に学ぶべき物が多いと思います。

　終了後、午後５時３０分に観月苑に到着、会場の準備が整うまでの間、自由時間となり入浴し

たり部屋で歓談。午後６時４５分より懇親会が始まりまして、クイズヘキサゴン、ビンゴなどで

盛り上がりました。午後８時３０分には終了し、会場を移し二次会へと突入。大変賑やかな二次

会となりました。翌朝は９時３０分に出発し、途中幕別のさけ捕獲場を見学した後、釧路へと戻

りました。



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

　１．伊東良孝議員当選を祝う会が10月 12日（月曜日）に開催されました。参加人数２２名

　２．杉本眞美会員ご令嬢がご結婚されましたので、お祝いを出させていただきました。

　３．清水雅則会員がご結婚されましたので、お祝いを出させていただきました。

　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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ

１１月例会のご案内１１月例会のご案内
　

 天気にも恵まれワインを堪能し、ワインの知識も深め、クラブ員同士の親好も深まった

10月例会でした。

 今月は、地域経済研究・地域政策の分野で実践的に地域課題に応えるプロジェクトを展

開されている、釧路公立大学学長の小磯修二様を講師にお迎えし、「地域と大学」を演

題に講演していただきます。

・・・・・１１月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『地域と大学』
　　　　　　　　　講師　釧路公立大学　学長　小磯　修二　様

　　■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル

　　　　　　　　　　　　１階　海の間

■日　　時■　　　平成 ２１ 年 １１月１２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 １１月５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お願いします。
＊準備の都合が有りますので、早目の出欠連絡をお願いします。

　 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　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年１１月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』
平成2１年１１月　例会報告　【執行部担当例会】

　　題　　目　　『地域と大学』
　　講　　師　　釧路公立大学　学長　小磯　修二　様

　　開催日時　　平成２１年１１月１２日（木曜日）

　　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７名　第二部会１１名　第三部会６名　第四部会６名

　　　　　 合計出席者数　３０名（会員数５０名）　　出席率　６０％

◆会長挨拶◆
　釧路も初雪が観測されまして、冬本番を迎えました。相変わ

らず新型インフルエンザの流行も続いておりますので、体調管

理には充分お気を付けください。本日は釧路公立大学学長小

磯修二先生より「地域と大学」と題しまして、ご講演いただきま

す。経営者として、大学が地域に与える効果を知り、経営に生か

せるヒントになれば幸いです。　

◆例会報告（小磯修二様による講演）◆
　日本の地方都市はとても厳しい状況に置かれています。国の支援も少なくなり、地方の自立

を考えることが必要な時代となりました。その中で、地域資源は観光や産業ばかりではなく、

人財も重要なポイントです。地域資源の一つとして釧路公立大学についてお話したいと思いま

す。

釧路公立大学の成り立ち

　釧路公立大学は今から21年前に設立されました。当時国の施策として、各都道府県に医科

大学を設置する計画があり、釧路市も名乗りをあげましたが各県に一校という条件に涙をのむ

ことに。

　そこで市立大学の設置を申請したところ、総務省より20万人規

模の市町村では財政的に無理があるため不認可となりました。そ

の後、検討を重ねた結果、釧路周辺の10市町村が地域連合を設立

し、大学を運営するという全国初の試みに挑戦し、無事認可が下り

開校に至りました。今までのように国の政策にただ従うのではなく

自ら新方式を提案し、実現することができたという実績は釧路の

潜在能力の高さを証明している一例だと思います。

公立大学の現況
　私は学長の立場として全国の大学の学長とお話しする機会があります。そのなかで、どこの

大学も経営は厳しい状況と聞きます。少子高齢化は大学を経営して行くための重大な問題で

す。その中で、釧路公立大学は国、道、市からの予算交付を受けない独立採算で運営していま

す。このような環境で創立以来黒字経営を続けてる事を誇りに思っています。



大学の経済効果
　学生の構成比率は、釧路管内から１割、釧路以外から９割です。総数１４００人もの若者が在籍し

ているのは、２０万弱の人口からすると、とても大きな財産だと思います。また特徴的なのはア

ルバイトをする学生が多いということです。これは貴重な労働力で有ると共に重要な消費者

にもなっています。大学周辺には学生の生活のために、スーパー、書店、喫茶店、アパートなど

が集積していることからも判るように高い経済効果が得られていることが判ります。

研究について
　日本は地方に対する政策展開はとてもぶれています。戦後は非常に手厚かったのに対し、現

在はとても厳しい状況です。

　１０年前に釧路公立大学に来るきっかけは、当時の綿貫市長より大学が地域に積極的に関

わってゆくための核となる「地域経済研究センター」を設立する構想を聞きまして、受諾したこ

とによります。赴任して驚いたのは、センターとは名ばかりで、施設はなく、研究員も居らず、極

めつきは、研究のための予算も無い事でした。このような状況ですが、逆転の発想で、外部人

材を機動的に客員研究員として組み入れるルールを作りました。

　研究センターが設立されて10年が経ちました。振り返ってみますと、これまで色々な地域の

問題、あらゆる課題解決の研究を２５ほど実施してきました。関わってきた研究員の人数はのべ

２３６名になりますが、このうち釧路公立大学からの研究員は１割程度で、残りの９割は他の地域

や海外からの客員研究員であります。共同研究に携わった研究員は地域の大きな財産となっ

ており、急な研究課題があるときでも、釧路のためならと貴重な時間を割いて協力いただけま

す。このように必要なときだけ研究に関わってもらい、その方々の知識を有効に活用して行く

ことで、少ない予算ながら良い研究成果を生み出してきました。また研究費については、研究

員自ら集めてくる方が、大学らしいスタイルだと思います。

　数多くの研究の中で思い出に残るのが、道路公団の民営化による、高速道路建設中止問題

でした。釧路市としてもこの問題に立ち向かうために「高速旅客のありかた」と題し、共同研究

を開始。国会図書館から資料を取寄せ、道東道計画の生い立ちから、その重要性をレポートにま

とめ国土交通省に提案しましたところ、このような提案型の陳情をする自治体は始めてで、そ

の詳細な研究レポートに驚きを隠せなかったようです。この成果は、後の国の直轄事業として

高速道路建設が復活したことでおわかりいただけると思います。

　今後も中央に頼るばかりではなく、いろいろな問題を地方独自に研究し、その解決策を

積極的に提案して行くことで、地方の発展が期待できると思います。

◆部会活動報告◆
　第一部会　なし　第二部会　忘年会１１月２６日木曜日串石

　第三部会　なし　第四部会　忘年会１１月２０日金曜日イオマンテ

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．新年度の１月総会は平成２２年１月９日（土曜日）です。ご予定の確認をお願いします。

　２．総会の出欠＆委任状は、往復はがきでお送りする予定ですので、期限厳守で投函お願いします。

　３．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。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ

１２月例会のご案内１２月例会のご案内
　

・・・・・１２月例会月例会・・・・・

■例会内容■　『忘年例会』

　　■開催場所■　　　釧路キャッスルホテル
　　　　　　　　　　　　釧路市大川町２－５

　　　　　　　　　　　　電話 0154-43-2111 

■日　　時■　　　平成 ２１ 年 １２月 ５日（土曜日）

　　　　　　　　　開始　午後 ６時３０分～

■出欠連絡■　締め切り １１月２８日（金曜日）必着！

★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへＦＡＸお願いします。
＊準備の都合が有りますので、早目の出欠連絡をお願いします。

　 氏　名  　　　　　　　　　　　　         　　　           

　　 １２月例会　　出席　　 ・　　欠席

■各部会長のＦＡＸ番号■
一部会　斉藤剛史　４０－３１４２　二部会　関川孝輔　４２－０３１８

三部会　高木俊一　４４－６４１７　四部会　前　義幸　３６－９３４０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年１２月号

平成２１年度年間テーマ　『釧路の今、そしてこれから』

平成２１年１２月　例会報告　【執行部担当例会】

題　　目　　「忘年例会」

開催日時　平成２１年１２月５日（土曜日）午後６時３０より

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 １１名 第二部会 ９名 第三部会 ９名 第四部会 ８名

　　　　　  出席者　３７名（全５０名）　出席率　７４％

◆会長挨拶◆
早いものでもう１２月になりました。一年間無事にクラブを運営でき

たのも皆様のおかげだと思います。心より感謝申し上げます。振り

返ってみますと、一月には長い一年になるのかと感じましたがあっ

という間に過ぎてしまいました。今年は衆議院での民主党の圧勝な

どの大きな出来事があり、皆様の仕事や生活も色々とご苦労があ

るかと思いますが、クラブで学んだことを活かして、この不景気を

乗り越えてください。一年間本当に有り難うございました。

◆例会内容◆
泰地副会長の乾杯の音頭にて宴会がスタートしました。おいしい料理と、お酒もすすみ、盛り上

がってきたところで、よいよ恒例のゲーム大会開始。中村事務局次長の司会で、今年一年間に

学んだ内容から出題された「あすなろクイズヘキサゴン」、続いて木元事務局次長司会でビン

ゴ大会が行われ、大盛況の内に終わりました。なんと伊東良孝衆議院議員が来場されまして、

場内を廻って全会員と握手されました。その後ご挨拶と最後に締めの言葉をいただきました。



                                           　　　　　　　　　　　　　　

一年間ありがとうございました。第４７期役員一同

★お知らせ★

第４８期定期総会は平成２２年１月９日（土曜日）午後６時３０分より

会場は釧路キャッスルホテルで開催します。
◆部会活動報告◆
　第１部会　１２月１１日忘年会　居酒屋 佐良　９名　第２部会 １１月２６日忘年会　串石　１０名

　第３部会　１１月３０日忘年会　居酒屋 佐良　７名 第４部会 １１月１９日忘年会　イオマンテ １０名

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　１．第一部会 坂上政敏会員、第四部会 岡田征男会員、第四部会 佐藤誠一会員が

　　１２月をもって退会されます

　２．ホームページでは、カラーの会報、写真、記念誌などがご覧いただけます。

　　　どうぞご利用ください。アドレスは　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｏ．ｃｏｍ/ａｓ/



釧路あすなろクラブ
第４８期定期総会のご案内

　今年も総会案内をお送りする季節となりました。宮崎執行部を支え

て頂いた会員の皆様には、心より御礼申し上げます。

　下記の通り定期総会を開催いたしますので、お忙しいことと存じま

すが、より多くの皆様にご出席頂ける様宜しくお願い申し上げます。

-記-

　　　　　例会内容　「第４８期定期総会」

　　　　　　　　　　「懇親会」

　　　　　開催場所　釧路キャッスルホテル

　　　　　日　　時　平成２２年１月９日（土曜日）

　　　　　　　　　　午後６：３０より

　※懇親会でお酒をご用意しておりますので、お車でのお越しはご遠慮ください。

　　また、新年度の会費も受け付けておりますので、宜しくお願い申し上げます。

　★出欠連絡について★

　同封のハガキに、 部会名 、 氏名 をご記入の上、

　平成２１年１２月２５日（金曜日）　【必着】　で投函してください。

　なお、やむを得ず欠席される場合は、委任状へ署名捺印の上、

　投函頂けるよう宜しくお願い申し上げます。

釧路あすなろクラブ

会長　宮崎博好

不明な点がございましたときは谷口耕二までご連絡ください。携帯電話090-8633-9743


