
２０１０年 １ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成２２年１月 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 第4８期定期総会
開催日時 平成２２年度1月９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 １２名 第二部会 １３名 第三部会 ８名 第四部会 ９名

合計出席者数 ４２名（全４７名） 出席率 ８９.３６ ％

◆定期総会報告◆

信条昌和 ： 第４７期 宮崎博好 会長

会長挨拶 ： 宮崎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。

明けましておめでとうございます。年末からの大雪で除雪が大変だ
ったのではないかと思います。昨年は「釧路の今、そしてこれから」
のテーマに沿って部会発表をしていただきましてありがとうございま
した。この時の勉強が今後皆様方のお役になれば幸いです。また、そ
の他の行事も無事滞りなく進められましたことに心より感謝いたしま
す。

今日より釧路あすなろクラブの新しい一年が始まります。皆様方にはおかれましては、
仕事はもちろんクラブでもご活躍されますことをお祈り申し上げます

永年在籍表彰 ： １９８０年入会 伊東良孝 会員 在籍３０年
： １９９０年入会 関 昭次 会員 在籍２０年
： ２０００年入会 清水雅則 会員 在籍１０年

を称え、表彰状と記念品が贈られ、ご挨拶い
ただきました。

第４７期皆勤賞 ： 関 昭次会員、福田紀幸会員、中島康秀会員、及川雅順会員
前 義幸会員ほか４名に皆勤賞が授与されました。

新入会員紹介 ： １２月例会で入会承認された、猪俣利之さん（有限会社イノマタ
通信 代表取締役）と、吉田良幸さん（ヨシダグループ 代表）が、
入会の挨拶をされました。

議長選出 ： 第４７期執行部に一任され、福田紀幸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 総会開始時議席数 ３７名 委任状 ５名
会則１５条により成立を確認。

第４７期議事 ：
第一号議案 第4７期事業報告 報告通り承認
第二号議案 第4７期決算報告 報告通り承認
第三号議案 第4７期監査報告

坂本裕人監査より、坂本裕人、佐藤誠一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４８期議事 ：

第一号議案 第4８期役員改選
関 昭次選考委員長より４８期会長に宮崎博好
会員、第4８期監査に宮澤昌典会員、坂本裕人会員
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4８期会長 宮崎博好
第4８期監査 宮澤昌典、坂本裕人

第二号議案 第4８期役員新任挨拶
宮崎会長より４８期役員が発表され承認されました。
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「挑戦！釧路」が発表され、趣旨説明が
ありました。

第三号議案 第4８期業計画案 承認
第四号議案 第4８期収支予算案 承認

総会終了後、懇親会会場へ場所を移し、泰地副会長の音頭で乾杯。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。最後に清水副会長による三本締めで懇親会
は幕となりました。

◆第４８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 畠山智彦 斉藤剛史 本間英俊 ５月１３日木曜日
第二部会 結城 太 青塚広美 杉山宏司 ６月１０日木曜日
第三部会 加藤敏幸 高木俊一 草島守之 ８月 ５日木曜日
第四部会 坂本裕人 近藤義男 福田紀幸 ９月 ９日木曜日

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１．加藤敏幸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。
２.二月例会の日時が「２月１４日（日曜日）午後４時から」に変更になりました
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．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。
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 URL http://www.marukoo.com/as/



釧路あすなろクラブ
2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、よいよ本格的に第四十八期の釧路あす
なろクラブがスタートします。

都合により開催日時が変更になっていますのでご注意ください。都合により開催日時が変更になっていますのでご注意ください。

・・・・・２月例会・・・・・

■例会内容■ 国政報告会
講師 ： 伊東良孝衆議院議員

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル

■日 時■ 平成２２年２月１４日（日曜日）

例会 午後４時００分～

出欠連絡■ 締め切り ２月 ４日（木曜日）必着

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

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 高木俊一 ４４－６４１７ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



平成２２年１月吉日

釧路あすなろクラブ会員 各位

釧路あすなろクラブ
会長 宮崎博好

－ 緊急のご連絡 －

2月例会日時変更のご連絡

年間予定にてご案内させて頂きました「２月例会 伊東良孝
衆議院議員 国政報告会」ですが、諸般の事情により当初の予
定の「２月１３日（土曜日）午後６時３０分」から、翌日の「2月14日
（日曜日）午後４時」に変更になりましたので、ご案内申し上げま
す。

突然、変更のご連絡でご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願
い申し上げます。

変更後

日時 平成22年２月14日（日曜日）

午後４時より

場所 釧路キャッスルホテル

＊（お食事ではなく、お飲み物を用意させて頂きます）

問い合わせは 谷口耕二 ０９０－８６３３－９７４３ まで。



２０１０年 ２ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成２２年２月 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 「 地方目線・国政目線からの挑戦釧路 」
開催日時 平成２２年度２月１４日（日曜日）午後４時００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 １２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 ３２名（全４７名） 出席率 ６８．０９ ％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
突然の日程変更で日曜日の開催となり、お休みの中ご出席いただき、あ

りがとうございます。今日はあすなろクラブのメンバーである伊東良孝衆
議院議員をお招きしております。昨年の８月の衆議院選挙で当選され、６
ヶ月経ちました。「地方目線・国政目線からの挑戦釧路」と題し、国会の
様子や、東京から見た北海道など、いままでと違った目線で感じられたこ
とについてお話しいただきます。

『例会内容』
例会にてお話しする機会を設けていた

だき厚く御礼申し上げます。国会が１月
１８日より始まり、忙しい日々が続いて
います。

さて、国会の様子ですが、閣僚も含む
一部の議員からの罵詈雑言も飛び交うな
ど地方議会ではありえない品のなさに辟
易するところでもあります。
私は自民党政権時代に打破出来なかった

問題を政権交代を成しえた民主党に期待
する気持ちも若干ありました。しかしな
がら恣意的なところが多いのが現状です。特に最近気になったのは各審議
会の委員選考において、選挙で非協力的だった方々を、ことごとく排除し
ていることです。これでは公正な審議が出来るはずもなく、日本の審議会
のあり方が問われかねない状況です。

よいよ９２兆円の新年度予算の審議が始まりました。内訳は税収が３６
兆円、借金が４６兆円と過去最高の借金を
することとなります。そんな中で行われた
事業仕分けでは目標３兆円のところ６７０
０億円しか削減できず、これ自体が見せか
けのパフォーマンスであったと思います。
我々に身近な物の一部を紹介しますと、冬
季オリンピックが開催されましたが、オリ
ンピック選手の強化予算削減や、学校給食
用牛乳の補助金削減、職業訓練センターの
廃止など、我々の身近な予算が大幅に削減
されています。



後期高齢者医療制度の問題ですが、各党が１０年かけて立法化し実施し
たものです。当時民主党も賛成したにもかかわらず、マニフェストで廃止
する事を宣言し政権交代したのですが、廃止した場合、七割の高齢者の医
療費が値上がることが判り、大反対を受け代案を示さぬまま四年後まで先
送りするなど、迷走してるのが実態です。

民主党マニフェストの目玉は「こども手当」です。総費用は５.４兆円。
現在の教育関係予算の総予算額が５ .３兆円です。こども手当だけに５ .４
兆円も消えます。私は手当てを支給するのは悪いとは思いませんが、保育
料の無料化や、給食費問題、校舎の耐震化など、教育関係には問題が山積
みです。これらには触れずに、ただお金を配るだけでは、子供達に借金を
背負わせるだけとなってしまい、また制度上本当に必要な子供たちに届か
ないという欠点もあり、やりきれない思いで一杯です。

高速道路無料化ですが、これもまた期待
が外れました。高速道路すべてを無料化す
るには２ .５兆円の予算が必要です。実際に
は予算が一千億円しか無く一部地方の道路
で無料化実験するのみとなりました。ガソ
リンの暫定税率も、野党時代に猛烈に廃止
せよと訴えて政権交代したのにも係わらず、
ふたを開けたとたん、廃止せず、名前を変
えて存続する方針に変更されました。

また、公共事業も削減されました。以前
の北海道公共事業費は一兆円ほどありましたが、２００９年は５８００億
円、２０１０年度は４８００億円と１０００億円も減ります。建設業は多
くの人を雇用しますので、予算が減ると仕事が減り、雇用が減ることとな
り、地域経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。

情けなくなってくるような話ばかりが続きましたが、しかし暗い話ばか
りではありません。挑戦釧路ということで言えば、釧路港は日本の重要港
湾に指定され、継続的に整備することになりました。また、国際バルク戦
略港湾指定を目指しています。ガントリクレーンも整備され、北米に近い
という地理的条件もありますので、指定を目指して頑張りたいと思います。

他にも普天間基地移設問題、北方領土問題、尖閣諸島問題、東シナ海油
田開発問題、外国人の選挙権問題など山積しておりますが、お時間となっ
てしまいましたので、別の機会があればお話ししたいと思います。

最後に質疑応答が行われ、予定時刻ぎりぎりまで対応して頂きました。

お忙しい中ご講演くださりました伊東良孝様に感謝申し上げます。

◆部会活動報告◆
第一部会 ２月２０日土曜日 炉ばた 海幸 ７人
第二部会、２月２４日水曜日 末広館
第三部会、第四部会は未定。
◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

１．やむおえず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。

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



釧路あすなろクラブ
３月例会のご案内

二月例会では伊東良孝衆議院議員にご講演いただきまして、国会の様子、
民主党の政策の矛盾など、今の国会の状況をお話いただきました。三月例
会では「なごやか亭」「朴然」などを全国展開している、三ッ星レストラ
ンシステム代表取締役社長 谷川富成様 を講師に迎え、ご講演いただきま
す。

・・・・・３月例会・・・・・

■例会内容■ 「（仮題）三ッ星レストランシステムの挑戦」

講師 ： 三ッ星レストランシステム 代表取締役社長 谷川富成様

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル 一階 海の間

■日 時■ 平成２２年３月８日（月曜日）

食事 午後６時００分～
例会 午後６時３０分～

出欠連絡■ 締め切り ３月 ２日（火曜日）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。
------------------------------------------------------------------------

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

食事 あり ・ なし

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年 ３ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 ３月 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 「 三ッ星レストランシステムの挑戦 」
講 師 三ッ星レストランシステム 代表取締役社長 谷川富成様
開催日時 平成２２年３月８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 ６名 第二部会 １２名 第三部会 １０名 第四部会 ５名

合計出席者数 ３３名（全４７名） 出席率 ７０．２１ ％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
三月に入り、暖かい日も増えて参りましたが、明日以降雪

の降る予報が出ていたりと、寒の戻りもありますので、体調
管理には万全を期してください。

今日は三ッ星レストランシステム谷川社長より、なごやか
亭１号店を始めるまでの苦労や、今後の成長戦略についてお
話しいただきます。

『例会内容』
（三ッ星レストランシステム代表取締役社長谷川富成様ご講演）

本日はお招きいただきましてありがとうございます。

早速ですが、高校卒業後、上京し調理師の資格を取り、５年ほどいろいろな
店で修行していました。このとき、給与の半分と賞与をすべてを預金して、大
阪で開業しようと思い調べてみましたところ、開業資金に２０００万円もかか
ることを知り断念し、釧路に戻って開業することに。

当時、アルバイトだった現在の土井副社長に、２０億の会社にするから、学
校をやめて一緒にやって行こうと誘いました。

これはマクドナルドの創業者藤田田の言葉に感銘していたことによります。
この年商２０億円は特に意味はなかったのですが、市内の飲食店の売り上げが
１０億くらいだったので、その倍を目標としたわけです。

しかし、そこからが地獄の始まりでした。
私の給与は無く、土井副社長は８万円。交通費
なし、社会保険なしという状態です。その中で
小僧寿司の創業メンバーの方が来店されたのを
きっかけに、１年間小僧寿司で修行することに。
これがのちの「なごやか亭」創業に結びついた
わけです。 当時仕事の傍らナショナルチェー
ンの勉強をしていたわけですが、ナショナルチ
ェーンを構築していたのは大手のマクドナル
ド、ケンタッキーフライドチキン、ミスタード
ーナッツだけでした。夢はナショナルチェーン
を作ろうと土井副社長と語っていました。

そのころはスナックを経営していたり、「洋風居酒屋ピノキオ」を経営してい
ました。かっこよく言えば無借金経営でしたが、実際は自転車操業です。この
とき土井副社長から見せてもらった高価なビデオを見て、もう一度夢を見よう
とチャレンジすることに決め、回転寿司の「なごやか亭春採店」をオープンす
ることに。翌年「運動公園通り店」をオープンしましたが、土地を購入したた
め、キャッシュフローが悪化してしまい、次の店が出せない状況に。



そこ頃ある経営セミナーを受講する中で事業計画書の重要性を学び、一人で
作ろうとしたが挫折。あるセミナーで、他の参加者が幹部と一緒に受講してい
る姿を見て、土井副社長と鈴木専務を連れて受講し、キャッシュフローベース
の事業計画書を作成しました。

この事業計画書を銀行に見せたところ、みずほ銀行では、なごやか亭、かつ
膳新川店の開業資金４億円を即決してくれました。北海道銀行も札幌店の出店
時に一億円の融資をしてくれました。北洋銀行からも融資をいただいています。

なぜキャッシュフローベスの事業計画書が必要かというと、資金需給が見え
るため、安心して経営できると言うことが一番の利点になります。

振り返ってみると、年商二十億を達成するまでに２０年かかっています。あ
る文献によると、創業者が目標にした売り上げを達成するのに必要な年月は１
５～２０年という統計がありました。もし、このような資料を最初から見てい
たら、あきらめていたかもしれないと思います。しかし諦めずに続けてきたか
らこそ、今期５０億円を達成できた訳です。

さて、夢として語ってきたナショナルチェーンですが、よいよ始めることに
なりました。３年ほど研究開発店舗として小春茶屋を運営してきたわけですが、
すでに開発費として１億円ほどつぎ込んでいます。今年、開発が完了したと判
断しましたので実験店舗の小春茶屋は２月で閉店し、５月からトミーズチキン
を札幌にオープンすることとなりました。ディスニーの要素を取り入れ、多く
の世代が楽しめる郊外型店舗となる予定です。店舗面積もマクドナルドの除い
て一番大きくなります。ナショナルチェーンに重要なのはレジシステムです。
マクドナルドも多額の開発費を投じて最先端のシステムを構築しています。私
達も数千万をかけて開発しました。このように多額の投資をして、新たにフラ
ンチャイズ展開を進めて行き、年商１００億円、いいえ１０００億円を目指し
ます。

『質疑応答（一部抜粋）』
規模が大きくなるほど利益の出るナショナルチェーンを目指す「トミーズチ

キン」と、あまり利益の出ない「なごやか亭」などのフランチャイズの両方を
広げて行くのはどうしてなのでしょうか？

フランチャイズの基本として３Ｓがありま
す。スペシャル、スタンダード、シンプルで
すが、なごやか亭は仕込み作業が多く、とて
もシンプルとはいえない業種ですが、食に関
係している会社に限定することで、食材の調
達、調理はパートナーに任せ、「なごやか亭」
のブランドを広げて行くことがビジネスパー
トナーとして成立するのではないかと考えま
した。

お忙しい中ご講演いただきました谷川富成
社長様に感謝申し上げます。

『その他』
加藤敏幸会員より、お見舞いへのお礼の言葉をいただきました。

◆部会活動報告◆
第一部会 ３月１６日 釧路キャッスルホテル テーマを選定
第二部会 ３月１５日 末広館 ７名 テーマを選定
第三部会 ４月に予定
第四部会 ４月に予定
◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

１．やむおえず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。

どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/
５.厳島神社例大祭のお手伝いを募集します。多数の参加をお願いします。



釧路あすなろクラブ
４月例会のご案内

三月例会では三ッ星レストランシステム代表取締役社長 谷川富成 様より
ご苦労話、今後の戦略などをご講演頂きました。４月例会は株式会社環境
テクノス代表取締役 高橋弘行 様をお招きし、ご講演頂きます。

・・・・・４月例会・・・・・

■例会内容■ 演 題 未 定

講師 ： 株式会社環境テクノス 代表取締役 高橋弘行 様

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル 一階 海の間

■日 時■ 平成２２年４月５日（月曜日）

食事 午後６時００分～
例会 午後６時３０分～

出欠連絡■ 締め切り ３月３０日（火曜日）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。
------------------------------------------------------------------------

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

食事 あり ・ なし

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



平成２２年度厳島神社例大祭「お手伝い」募集

ならびに「打ち合わせ」のお知らせ。
平成２２年３月吉日

釧路あすなろクラブ

４８期会長　宮崎 博好

総会でもお伝えしました通り、本会の信条の一つである『郷土を愛し』に

基づく地域貢献活動の一環として毎年参加しております、

厳島神社例大祭神輿行列指揮に参加する神社お手伝いを募集いたします。

　７月１０日土曜日の厳島神社例大祭神輿行列指揮に向け参加できる会員の方

下記に所属部会と氏名を記入し、各部会長宛にファックスしてください。

また、第一回打ち合わせを４月２３日（金曜日）に開催致しますので、

こちらの出欠もお知らせください。

厳島神社は地元釧路の一宮であり、また、本会は賛助団体の

最上位に置かれていることも、ご理解頂きご協力をお願い申し上げます。

７月の例大祭までは間があり、当日の予定が未定の方も多いと思いますが、

参加を予定頂ける会員の方は、『郷土を愛する』釧路あすなろクラブの一員として、

地域貢献活動に積極的に参加・協力を頂ける様、宜しくお願いいたします。

～ 参加意向および出欠連絡 ～ 

締め切り　４月　１５日（木曜日）

   第　　　部会　氏  名　　　　　　　　　　　  .  

①釧路あすなろクラブ神社「お手伝い」に参加

する　　・　　しない

②第一回「打ち合わせ」に出席する。

４月２３日（金）　午後６時３０分　厳島神社社務所　２階　食事あり

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（食費は午後６時より）

する　　・　　しない

■各部会長およびＦＡＸ番号■
第一部会 畠山智彦 ９１－９５４９　第二部会 結城　太　４２－３２３５
第三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２　第四部会 坂本裕人　３６－８７３１



２０１０年 ４ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 ４月 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 「 株式会社環境テクノスのあゆみ 」
講 師 代表取締役 高橋弘行様
開催日時 平成２２年４月５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 ８名 第二部会 ９名 第三部会 ９名 第四部会 ７名

合計出席者数 ３３名（全４７名） 出席率 ７０．２１ ％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
本日の新聞にスペースシャトルディスカバリーに搭乗す

る女性飛行士山崎さんの記事があり、日本人で７人目、女
性で二人目の飛行士とのこと。私が小さいころに見たマン
ガの世界が現実のこととなってきて驚いています。

さて今日お迎えした環境テクノスの高橋社長様はビルの
管理や、配管の洗浄などを専業とされています。普段私た
ちが接することの少ない分野の話を聞くことも良い勉強に
なるのではないかと思います。

『例会内容』（株式会社環境テクノス代表取締役高橋弘行様ご講演）
私は雄別炭鉱の販売会社菱雄石炭に１８年ほど勤務した後、菱光ショッピングセンタ

ーのボウリング場の支配人を２年ほど努め、友人が札幌で経営していたパイプ技研に３
４歳で転職しました。

札幌のパイプ技研には２年ほど在籍。ビル管理法では 3000 平方メートル以上の建物
には、六ヶ月に１回配水管の清掃、一年に一回飲料水貯水槽の洗浄、ねずみやゴキブリ
などの害虫の駆除、二ヶ月に一度空気環境の測定が義務づけられています。すすきのに
は多くの飲食店ビルがあり、新規開拓には良いように思われましたがトラブルも多く、
営業先を大手のマンション経営会社や公共施設を主体にすることにしました。

その間、毎月道東へ出張しており、少しずつ工事を受注していましたが、出張工事で
はなく、地元に密着したサービス体制が必要と感じ、昭和５１年３月に独立、釧路に戻
り釧路パイプ技研を設立。最初は妻と義弟の３人で会社を運営。前勤務先でも営業して
いた十勝や北網地区へも営業展開しました。

このころ、水と圧縮空気を使った上水道管洗浄方法を札幌のパイプ技研と共同開発し、
普及のため当時各市町村の水道局でデモンストレーションしていたところ、釧路市水道
局部長の新築自宅の水道が油臭に悩まされているとのことで実証実験することに。結果
は見事に成功し油臭は消え、以後釧路市では新築住宅の水道管の洗浄が義務付けされる
こととなり、毎年２０００件以上洗浄工事が行われました。これが当社の基盤をつくる
ことになりました。

さて、この洗浄方法には工法名が無いことが問題となり、
パイプ技研の社長が北大の教授に相談したところ、高周波
洗浄と命名され、以後、設計図面に高周波洗浄せよと記載
されるようになり、さらに我社の発展に寄与しました。

その後帯広に進出。地元に溶け込むために、全配管業者、
全役所を周りました。帯広支店もかれこれ３１年が経ち、
いまでは当社の経営を支える重要な地域となっております。
帯広支店の経営が軌道に乗ったころから、次の目標を札幌進出に定めました。

１０年前、元ＪＲ釧路支社長の瀬戸様が札幌駅地下街の社長を務められていたときに、



札幌進出を打診されましたが、前勤務先パイプ技研のこと
もあり断念。しかし、当時バブル崩壊後の不景気な時代に
突入し、今後の業績を考えると札幌への進出は絶対必要な
ものであり、８年前に札幌進出を決め、当時の営業部長を
札幌へ派遣し、太平洋興発や大京観光から受注を獲得しま
したが、大手ばかりでなく中小のマンションにも目を向け
ることに。札幌には２８００棟のマンションがあり、当社
が担当しているのはその内の５％ほどですので、開拓する
余地は充分にあり、更なる発展を目指します。

最近ではビルばかりではなく牛舎の空気配管の洗浄や、既設配管内部の補修（ライニ
ング工法）も行っています。

身近な問題として、レジオネラ菌につてお話したいと思います。
最初に大きく注目されたのは、フィラデルフィアで開催された米国在郷軍人会が開かれ
た際、参加者と周辺住民 221 人が原因不明の肺炎にかかり、抗生剤治療にも関わらず 34
人が死亡しました。会場の空調機から菌が拡散したのが原因でした。当時この菌には名
前が無く、この事件後 在郷軍人 (legionnaire) からレジオネラ菌と名づけられました。
日本でも毎年２０名以上感染し肺炎で死亡しているとの統計があります。注意すること
は、循環型のお風呂です。呼吸器に入った場合肺炎となり
ますので、水滴を吸引しないように気をつけてください。
特に打たせ湯は避けてください。源泉掛け流し場合はあま
り問題はありません。

約一時間に渡りご謹聴していただきましてありがとうご
ざいます。皆様には今後ともお元気でクラブ活動に専念さ
れてください。

『質疑応答（一部抜粋）』
草島会員より、２４時間風呂はどうなのでしょうか？
高木会員より、家庭の風呂ではどのように対処したらよいでしょうか？
木内会員より、寒い北海道ですが、アメーバは繁殖するのですか？
斉藤会員より、レジオネラ菌対応済みの２４時間風呂があったら購入してもよいでしょ
うか？

1995 年頃から販売された家庭用の循環式の 24 時間風呂装置によってレジオネラ感染
症が発生して販売中止になっていますので、ご使用は避けたほうがよいでしょう。この
菌は人間に付着していますので、機械を洗浄しても、翌日には検出されますので駆逐す
ることはできません。また、銭湯などでは、配管に付着しているアメーバがレジオネラ
菌を捕食しています。アメーバは塩素では死にません。そのアメーバが死ぬと中のレジ
オネラ菌が放出されることで再度繁殖することになります。ちょうど風呂の適温が菌の
繁殖にも最適なため爆発的に繁殖します。ということで、
お風呂は毎日念入りに洗浄することをお勧めします。

お忙しい中ご講演いただきました高橋弘行様に感謝
申し上げます。

『その他』
菊池吉郎会員より、釧路厳島神社例大祭御神輿市中

御渡参加へのお願いがありました。

◆部会活動報告◆
第一部会 ３月２１日 釧路キャッスルホテル ４月１２日 釧路キャッスルホテル
第二部会 ４月 ７日 釧路キャッスルホテル９名 ５月１３日 釧路キャスルホテル
第三部会 ４月 ５日 佐良 １１名
第四部会 ４月中に予定

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１．やむおえず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。

どうぞご利用ください。アドレスは URL http://www.marukoo.com/as/
５.厳島神社例大祭のお手伝いを募集します。多数の参加をお願いします。



釧路あすなろクラブ
５月例会のご案内

四月例会は株式会社環境テクノス代表取締役 高橋弘行 様をお招きし、
環境テクノスのあゆみと題しまして、創業から現在至るまでの過程をご講
演頂きました。さて、５月例会からは部会例会が始まります。トップバッ
ターは第一部会です。

・・・・・５月例会・・・・・

■例会内容■ 部会例会 第一部会担当
『（仮題）歌で挑戦ヒートボイス』

講師 ： ヒートボイス 伊藤和彦様 目黒広幸様

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル 一階 海の間

■日 時■ 平成２２年５月１３日（木曜日）

食事 午後６時００分～
例会 午後６時３０分～

出欠連絡■ 締め切り ５月６日（木曜日）必着

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

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

食事 あり ・ なし

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年 ５ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 ５月 例会報告 【部会担当例会】
題 目 「 歌で挑戦！ヒートボイス 」
講 師 フォークデュオ ヒートボイス 伊藤和彦様 目黒広幸様
開催日時 平成２２年５月１３日（木曜日） 午後 ６時３０分～
開催場所 釧路キャッスルホテル ２階
出 席 者 第一部会 ９名 第二部会 １１名 第三部会 ９名 第四部会 ３名

合計出席者数 ３２名（全４７名） 出席率 ６８．０９ ％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
五月の連休中は暖かかったのですが連休後は寒さが戻り桜の開

花が遅れているようです。気温はだんだん暖かくなると思います
が、景気は横ばいか下降しています。いつになったら気温のよう
に上昇するのかまったく先が見えません。今日は一部会の発表で
す。釧路から全国に向けて音楽で挑戦し続けているヒートボイス
をお招きし、暖かく、パワフルな音楽を聞いていただいて、彼ら
の熱き思いを感じ取っていただきたいと思います。

『例会内容』
中島会員の司会により始まり、畠山部会長より趣旨説明がありました。

昨年、私達一部会は釧路の地酒福司をテーマに地元企業とのコ
ラボレーションについて発表し「試飲会」や「利き酒クイズ」等
新たな試みにチャレンジいたしました。

「今年も去年以上に未だかつてやったことのないような新しい
ことに挑戦しよう！」「それこそがまさに挑戦！釧路！である」と
の思いで数多くの意見が出され、中でもひときわ興味深かったの
が、「地元に根ざし、地元を元気づけ、音楽を通じて多くのことに
挑戦し続けている」ヒートボイスのお２人を取り上げ、音楽を通して地元を元気づけて
くれ、また、いろいろなことにチャレンジされているヒートボイスのお話を伺えること
は、まさに「挑戦！釧路」にピッタリとのことで、一部会のテーマとしました。

本日はお２人の人柄や地元に対する思い、いろいろなことに挑戦していく情熱を感じ
ていただきながら、「豊かな街づくりへの挑戦！豊かな物づくりへの挑戦！豊かな人づ
くりへの挑戦！」について考え、そして感じていただければと思います。

この後、我々部会メンバーのインタビューにお答えいただきな
がら、これまでの活動や様々なな取り組み、そして将来に向けて
の挑戦などを伺いながら、演奏もお願いする予定です。

最後になりましたが、ヒートボイスのお二人にはお忙しい中、
私達の無理なお願いに快くも応じていただきましたことを、心よ
り感謝を申し上げます。

部会長挨拶の後「ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！」の演奏とともに、ヒー
トボイスのお二人が登場。続けて、斎藤会員と杉本会員のインタビューを交え１０曲あ
まり演奏頂きました。



（以下インタビュー抜粋）
●結成のきっかけ

１９９５年駅前の喫茶えいが館で歌っていた目黒さんと伊藤さんが、ＦＭ釧路のイベントに
参加する為に結成したのが始まり。お二人とも市内の企業に勤めながら音楽活動を続けて今年
で１５年になります。これまでに制作したＣＤは５枚、今年５枚目の１５周年記念アルバムが
発売されました。

●作詞作曲の分担は？
主に、作詞を目黒さん作曲を伊藤さんが担当。作曲の伊藤さんは、営業車で走っているとき

に良く曲が浮かぶそうです。

●現在の活動など
今年、ＦＭくしろとエルム楽器協賛による、こどもバンドをプロデュースします。

伊藤さんは今年、TSUTAYA × AVEX 企画の NEWCOMER AUDITION2010 に参加し、北海道
東北ブロック代表に選ばれ、東京での決勝に進みました。その縁で、AVEX のブラックミュー
ジックグループから新人アーティストへの楽曲提供の話が進行中です。

最後に、ヒートボイスよりサプラズがあり、釧路あすなろクラブのメージソングを作ってい
ただきました。歌詞は第一部会からのキーワードを元に作って頂きました。ヒートボイスの演
奏で、第一部会全員が合唱し、例会は終了となりました。

ヒートボイスのお二人には、この日のために釧路あすなろクラブのイメージソングまで作曲し
ていだきありがとうございます。今後のご活躍をお祈りしております。

●例会での演奏曲
１「ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！」２「ヒートボイス」３「君の住む街」４「思い far a way」
５「TOMORROW」６「素敵な今日は」７「地平線のむこうに」
８「たんちょうテレビのテーマ」９「あしたへ」１０「東雲小学校校歌」１１「エール」
１２「あすなろクラブのイメージソング」（ホームページで聞くことが出来ます）

●あすなろクラブのイメージソングの歌詞
１.いつまでも 郷土を愛し

この街で 仕事に徹し
この街で人と和すこと
皆で強く 信じて守り 続けてく
あきらめず 情熱胸に 新たな時代 切り開いていく
あきらめず 力を合わせ 明日は檜に みんなでなろう

２.どこまでも 進んでいこう
この街で 助け合って
この街を 支え合って行く
どんな時も 仲間の絆 強めてく
あきらめずに 夢に進めば 勝利の太陽 必ず昇る
あきらめずに 力を合わせ 明日は檜に みんなでなろう ラララ・・

『その他』
５０周年実行委員会の立ち上げにつて、各部会にて協議をお願いします。

◆部会活動報告◆
第一部会 4 月 28 日 5 月 10 日 釧路キャッスルホテル 5 月 13 日 スナックたむら
第二部会 5 月 13 日 釧路キャッスルホテル
第三部会 4 月 15 日１１名 釧路キャッスルホテル 第四部会 5 月 24 日５名 末広館

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１．菊池吉郎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。
２.市橋清捷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.やむおえず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。
４．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。
５．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。
６．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 URL http://www.marukoo.com/as/
７.厳島神社例大祭のお手伝いを募集します。多数の参加をお願いします。



釧路あすなろクラブ
６月例会のご案内

五月例会は第一部会による「歌で挑戦ヒートボイス」と題しまして、地元
で活躍する、ヒートボイスをお招きして、熱い歌と熱い語りを聞きまして
釧路を元気にする思いをいただきました。さて六月例会は第二部会による
例会です。いま話題の太陽光発電の普及に尽力されています東興電気工業
の東堂部長より、ご講演頂きます。

・・・・・６月例会・・・・・

■例会内容■ 部会例会 第二部会担当

『太陽光発電（空に太陽がある限り）』

講師 ： 株式会社東興電気工業 取締役営業部長 東堂光春 様

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル 一階 海の間

■日 時■ 平成２２年６月１０日（木曜日）

食事 午後６時００分～
例会 午後６時３０分～

出欠連絡■ 締め切り ６月３日（木曜日）必着

★出欠の有無に○を付け、各部会長さんへ必ずＦＡＸお願いします。
------------------------------------------------------------------------

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

食事 あり ・ なし

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年 ６ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 ６月 例会報告 【部会担当例会】
題 目 「 太陽光発電に挑戦！ 空に太陽がある限り 」
講 師 株式会社東興電気工業 取締役営業部長 東堂光春 様
開催日時 平成２２年６月１０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 ８名 第二部会 １１名 第三部会 １０名 第四部会 ６名

合計出席者数 ３５名（全４７名） 出席率 ７４．４７％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
先月最後の日曜日、初めてと思う程の満開の桜の下で

花見が出来ました。気温の低い日が続いていましたが当
日は暖かく気持ちの良い一日を過ごせました。

昨今は、化石燃料利用から自然エネルギー利用へと様
々な研究と実践がなされています。その中から、今回は、
第二部会が太陽光発電を題材に例会をされます。皆さん
も楽しみにされていると思います。

『例会内容』
担当の第二部会員全員が、永田会員手作りの太陽をモ

チーフにした名札を胸に付け、青塚会員の司会で第二部
会担当例会が始まりました。

＜結城部会長による趣旨説明＞
太陽光発電をテーマに取り上げた理由ですが「釧路は

自然に恵まれたエコな街で有る」「釧路町議会で太陽光発
電の推進決議がされるなど行政も力を入れている」「釧路
は全国的に見ても日照時間が長く地の利が有る」太陽光
発電で余った電力は電力会社が買い取るシステムになっ
ており「単に環境に良いと言うだけで無く経済性も高い」
などによります。

皆さんの関心は、費用の面や耐久性のこともあると思
います。これらは講師の東堂様より後ほど詳しく解説していただきます。

我々二部会は「エコに挑戦！快適な暮らしに挑戦！」
ということで太陽光発電が、未来の釧路を住み良く豊か
で活気有る街になるきっかけの一つになってほしいと願
っています。

＜東堂さまご講演＞
結城部会長の趣旨説明に続き、講師の東堂光春さまが

「住宅用太陽光発電システム」について講演されました。

当社は８年前から太陽光発電システムを事業として扱っており、道東管内で
３５０件設置してまいりました。当初は太陽光発電と言っても「お湯を作る
の？」と言われる事も度々有りましたが、ここ２～３年は地球温暖化対策の観
点からも各方面で取り上げられる様になり、広く認知される様になったと思い
ます。



太陽光発電の研究開発は約５０年程経ちますが、特に
京都議定書などによるＣＯ２削減を達成するため策定さ
れた「低炭素社会づくり行動計画」では２０４０年迄に
７３０万戸の住宅に太陽光発電を設置すると言う目標が
定められています。

多少専門的になりますが、太陽電池はシリコン系と化
合物系が有りシリコン系が主流です。更にシリコン系も
結晶系とアモルファス系に分かれ、結晶系は気温が低い
ほど発電効率が高くアモルファス系は低温では発電効率
が低くなります。そのため、釧路での設置に適している
のは結晶系です。

また、日照時間に比例して発電量が多くなり、釧路は
全国的に見ても年間日照時間が多く冷涼な気候で有る事
から太陽光発電効率が全国でもトップレベルの地域です。

実際の設置に掛かる費用ですが、発電能力が４ＫＷ(ｷﾛ
ﾜｯﾄ)のシステムを設置する場合で２４０万円程度が目安
になりますが、釧路市の場合は国と自治体からの助成金
３８万円が利用出来、実質２００万円程度で設置する事
が可能です。

太陽光発電は、エコ・環境のためというだけではなく、
仮に４ＫＷの太陽光発電システムを設置した場合に期待
出来る経済効果は年間で２１万５千円になり、この優れ
た経済性を称して私どもは『屋根の上貯金箱』と呼ばせ
て頂いております。

質疑応答では、関心の高さを物語る数多くの質問が有
り、設置方向など個別の設置例による発電効率の優劣や
補助制度の細かい条件（１ＫＷあたり６５万円未満のシ
ステムに適用）など、導入検討時に知っておくべき注意
点などを学びました。

『その他』
※菊池会員から釧路厳島神社例大祭神輿渡御進行指揮参加へのお願いがありました。
※中島神社委員長より、委員会進捗の報告、参加と協力のお願いがありました。

「８月例会の日時および会場変更のお知らせ。」
当初予定の８月５日（木曜日）から、８月２２日（日曜日）会場は山花に変

更し、開催時間も１０時～１３時３０分に変更されます。ご予定の変更お願い
します。詳細は次号会報にてご案内します。

◆部会活動報告◆
第一部会 なし 第二部会 6月 10日１１名 炉端 参久（さんきゅう）
第三部会 6月 10日 ９名 釧路キャッスルホテル 第四部会 5月 25日 ５名 末広館

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１.やむおえず例会出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。

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



釧路あすなろクラブ
７月例会のご案内

６月例会は第二部会の担当で「太陽光発電」をテーマに多くの事を知り、よ
り身近な物になったと思います。

７月は野遊会です。せっかくの屋外開催と言う事で「釣り大会」と「バーベ
キュー(飲食)」の二部構成を企画致しました。太公望は元より普段は陸釣り専
門の会員も奮ってご参加下さい。

・・・７月例会（野遊会）・・・
■例会内容■ 第一部『釧路あすなろクラブ釣り大会』

第二部『バーベキュー』

■開催場所■ 千代の浦マリンパーク

■日 時■ 平成２２年７月４日（日曜日）

第一部 釣り大会（小雨決行） 午前１０時００分～
第二部 バーベキュー（雨天決行） 午前１１時３０分～

※釣り大会の注意点などは同封の別紙「野遊会詳細」をご覧下さい。
※釣り大会に参加される方で釣り竿をご持参出来ない方は、出欠連絡欄の該当項目に

○を付けて下さい。
※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ください。

出欠連絡■ 締め切り ６月２８日（月曜日）必着

★出欠と釣り大会参加不参加等に○を付け、各部会長さん宛にＦＡＸを
お願いします。（準備の都合上、締め切り厳守で願います。）

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

氏 名

野遊会 出席 ・ 欠席

釣り大会 参加 ・ 不参加

釣り竿 持参 ・ 無し

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



【 野 遊 会 詳 細 】

※※ 野遊会第一部＜つり大会＞（小雨決行）※※

野遊会のバーベキューに先立ち、次の要領で釣り大会を行います。

●日 時 ： ２０１０年 ７月 ４日（日）
１０時スタート １１：２０終了

●場 所 ： 千代の浦マリンパーク内防波堤

（バーベキューコーナーから余り離れない様にお願います。）

表 彰 ： 釣果に応じ表彰(景品)を予定しています、
（釣果発表及び表彰は第２部で）。

＊ 参加不参加は自由としますが、例会出欠連絡に記入をお願いします。

＊ 大会開始は１０時としますが、１０時前から釣っていてもかまいません。

【道具など】
＊「さお釣り」「手釣り」限定。

＊釣り竿など釣り道具はなるべく各自ご持参下さい。釣り竿をお持ちで無い方は
出欠連絡でお知らせ下さい。（可能な範囲で執行部にて準備する予定）

＊少量の釣りエサは事務局で用意しますが、エサ・撒き餌は各人で持参した物を
使用してかまいません。

【注意！厳守事項！！】
＊もり等による突き、引っかけ針、かご釣り、網（釣った魚をあげる為のたもは除く）
は禁止です。

＊次の物が釣れてしまった場合は、必ず海に放して下さい。
（法律で罰せられます。）
「メスの毛ガニ」 「甲長８ｃｍ未満のオスの毛ガニ」
「体長２０ｃｍ未満のサケ・マス」 「ホッキ」 「アサリ」

※※ 野遊会第２部＜バーベキュー＞（雨天決行）※※

釣り大会終了後、バーベキュー（飲食）懇親会になります。

日 時：２０１０年 ７月 ４日（日）
１１：３０開始予定（釣り大会終了後）

場 所：千代の浦マリンパーク内
バーベキューコーナー



２０１０年 ７ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 ７月 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 野 遊 会

第一部『釧路あすなろクラブ釣り大会』
第二部『バーベキュー懇親会』

開催日時 平成２２年７月４日（日曜日）
釣大会：午前 １０時００分～ 懇親会：午前 １１時３０分～

開催場所 千代ノ浦マリンパーク
出 席 者 第一部会 ８名 第二部会 ３名 第三部会 ６名 第四部会 ６名

合計出席者数 ２３名（全４７名） 出席率 ４８．９４％
釣大会 第一部会 １名 第二部会 ３名 第三部会 ５名 第四部会 ５名

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
今日は雨の予想が好天に恵まれほっとしています。今回初めての企画で釣大会を行

ない、釣果もあり無事終了できましたことを嬉しく思います。

『例会内容』
釣大会編

今回近年では初めての試みの釣大会が開催されました。天候にも恵まれ、また「全員
ボウズだったらどうする？」との心配を見事に裏切る釣果も有り、ベテランも初心者も
楽しい時間を過すことができました。

懇親会編
１１時３０分よりバーベキューコーナーにて、信条昌和、会長挨拶の後、伊東良孝衆議
院議員の乾杯音頭により、懇親会が始まりました。しばし歓談の後、釣大会の結果発表
を行ない、優勝はコマイの福田会員、２位もコマイの泰地会員、僅差の３位は釣り始め
た途端にカジカを釣り上げた宮澤会員でした。
最後に、中島神社委員長より、翌週の厳島神社例大祭に向けて挨拶がありました。



◆部会活動報告◆
第一部会 なし 、第二部会 なし
第三部会 ７月１２日６名 釧路キャッスルホテル
第四部会 ７月２１日５名 釧路キャッスルホテル

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１.８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日頃

までに来期の会長候補の選考をお願い致します。
２.やむおえず例会出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。
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．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。
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 URL http://www.marukoo.com/as/



釧路あすなろクラブ
８月例会のご案内

恒例の７月例会「野遊会」は天気も恵まれ、釣大会とバーベキューで親好を
深めました。

８月例会は第三部会による『地産地食～釧路の大地の恵みを食す！！』と題
しまして、自ら収穫した無農薬野菜を調理実食します。先般ご案内の例会日
から８月２８日（土曜日）に変更になっていますので、宜しくお願い
申し上げます。

・・・８月例会・・・
■例会内容■ 部会例会 第三部会担当 雨天決行！

『地産地食～釧路の大地の恵みを食す！！』
（無農薬野菜で手作りの楽しさを・・・・・）

■開催場所■ 山花ＲＶ農園、山花温泉リフレ

■日 時■ 平成２２年８月２８日（土曜日）
■集合場所■ バス利用の方 釧路市役所裏駐車場 １０時５０分まで
■集合場所■ 直接ＲＶ農園へ行かれる方 １１時３０分まで
■集合場所■ 直接山花温泉リフレへ行かれる方 １２時２０分まで

■注意事項■ 飲酒される方はなるべくバスをご利用ください。
■注意事項■ バーベーキュー時の飲み物は各自ご用意ください。
■注意事項■ 山花温泉リフレでの入浴なども可能です（自己負担）

■各自用意する物■
「エプロン、バンダナまたは帽子、内履きスリッパ」

■各自用意する物■ 雨天の場合は雨具、長靴をご用意ください。

出欠連絡■ 締め切り ８月１９日（木曜日）必着

★出欠に○を付け、各部会長さん宛にＦＡＸをお願いします。
（準備の都合上、締め切り厳守で願います。）

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

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

バス利用 する ・ しない

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５
三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



研修会場周辺地図

「例会主旨」
釧路において、普段あまり体験する
ことのない農業体験や収穫した無農
薬野菜を使っての調理加工を通して、
自然・健康・食べ物について考えま
す。

「研修予定」
11時30分より

ＲＶ農園にて野菜を収穫
12時30分より

山花温泉リフレにて、収穫した無農薬
野菜を使った調理実習
13時30分より

リフレ屋外バーベキューコーナーに
て会食。
1４時30分 例会終了。入浴時間あり
１５時３０分 バス出発
1６時00分 市役所裏駐車場着解散

■各自用意する物■ 「エプロン、バンダナまたは帽子、内履きスリッパ」
をお忘れ無く。
雨天の場合は雨具、長靴をご用意ください。

■ 畑に入りますので、作業し易い履き物をご用意ください。■



２０１０年 ８ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』
◆平成 ２２年 ８月 例会報告 【部会担当例会】
題 目 「地産地食～釧路の大地の恵みを食す！！」
講 師 NPO法人 地域生活支援 ﾈｯﾄﾜｰｸｻﾛﾝ 伊倉起子様、日置真行様

株式会社釧路振興公社 山花温泉リフレ 川口哉子様

開催日時 平成２２年８月２８日（土曜日） 午前 １０時３０分～
開催場所 山花ＲＶ農園、山花温泉リフレ
出 席 者 第一部会 ２名 第二部会 １名 第三部会 １１名 第四部会 ５名

合計出席者数 ２０名（全４７名） 出席率 ４０．４３％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
今日は晴天に恵まれ、無事開催できましたことを嬉しく思います。

地元釧路の無農薬有機栽培野菜を収穫後、ピザに調理して、自然の味を堪能し
たいとおもいます。

『例会内容』
ＲＶ農園にて野菜を収穫体験、山花温泉リフレにてピザ作りを体験し、終了後は屋外の
バーベキューコーナーにて焼き上がったピザと、美味しい焼き肉いただきました。

◆部会活動報告◆
第一部会 8月 5日 ８名 釧路キャッスルホテル 第二部会 8月 3日 ８名 釧路キャッスルホテル

第三部会 8月 1日 10名 ＲＶ農園、リフレ 第四部会 8月12日 ４名 釧路キャッスルホテル

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１．やむおえず例会出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。

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



２０１０年８月２３日

釧路あすなろクラブ会員各位

８月例会と９月例会の開催日が近いため、９月例会案内＆出欠確認をファッ
クス送付させて頂きました。よろしくお願い申し上げます。

釧路あすなろクラブ
９月例会のご案内

９月例会は第四部会による『パワーストーンに挑戦！！天然石の魅力に迫る』

と題しまして、天然石アクセサリーＲ＆Ｓ主宰 坂本礼子様によるご講演と、
実際にブレスレットを製作します。

・・・９月例会・・・
■例会内容■ 部会例会 第四部会担当

『パワーストーンに挑戦！！天然石の魅力に迫る』
（貴方に合った、ブレスレットを作ろう！！）

講師 天然石アクセサリーＲ＆Ｓ主宰 坂本礼子様

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル

■日 時■ 平成２２年９月９日（木曜日）

食事 午後 ６：００より
例会 午後 ６：３０より

■出欠連絡■ 締め切り ８月３１日（火曜日）必着

★出欠に○を付け、各部会長さん宛にＦＡＸをお願いします。
（準備の都合上、締め切り厳守で願います。）

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

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

食事 あり ・ なし

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５
三部会 加藤敏幸 ４４－５５３２ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年 ９ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 ９月 例会報告 【部会担当例会】

題 目 「パワーストーンに挑戦！天然石の魅力に迫る」
（貴方に合った、ブレスレットを作ろう！！）

講 師 天然石アクセサリーＲ＆Ｓ主宰 坂本礼子様

開催日時 平成２２年９月９日（木曜日） 午後 ６時３０分～
開催場所 釧路キャッスルホテル 一階 海の間
出 席 者 第一部会 ７名 第二部会 ７名 第三部会 ５名 第四部会 ６名

合計出席者数 ２５名（全４６名） 出席率 ５４．３５％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
９月になりまして大漁どんぱくの花火大会も終わりましたが、ま

だ残暑が続いております。気温の変動が大きいので体調管理には万
全を期してください。今日は私も所属しております、第四部会の発
表です。天然石の魅力につて坂本会員の奥様より講演頂き、自分た
ちでブレスレットを製作したいと思います。

『例会内容』
坂本部会長の司会で始まりました。

天然石には古代からの神秘の力が備わってお
り、それらを身につけることによって運勢や、
健康、仕事などにプラスの力を授かることで、
人生が良い方に向うことが期待できます。

石のそれぞれに特徴があり、水晶は癒し、アメジストは愛の守
護石、ソーダライトは知性の石、ジェダイド翡翠は奇跡の石など、
身につける方の目的に合わせ選ぶことが出来ます。坂本礼子講師
よりスライドに合わせて、実際に起こった話などを挟みながら説
明頂きました。

講演終了後、よいよ製作に入ります。（今日は、水晶、カーネリ
アン、タイガーアイ、アメジスト、オニキス、モスアゲート、ソ
ーダライト、ジェダイドなどを用意しましたので、皆さんの好み
に合わせて自由に作ってください。）

各自思い思いの組み合わせで、ブレスレットを作りました。



完成したブレスレット。
第一部会かな？ 第二部会かな？

第三部会かな？ 第四部会かな？

◆選考委員会より報告◆
去る９月２日、本間英俊会員・杉山宏司会員・草島守之会員・福田紀幸

会員により選考委員会を開催し、選考委員長に本間英俊会員が選ばれ、次
期会長選考の結果、齋藤政行会員を第４９期会長予定者として推挙するこ
とを決定いたしました。過日、齋藤政行会員本人より受諾頂いた事を報告
致します。

◆創立５０周年事業実行委員会について◆
各部会でも検討していただいておりました、創立５０周年記念事業実行

委員会の立ち上げについて、９月１４日の役員会において、全会一致で「創
立５０周年事業実行委員会」を今期中に立ち上げる事を役員会決定いたし
ました。今後の組織作りなど詳細に関しましては、次回例会で報告・承認
上早急に進めたいと思います。皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。
（詳細は別紙にてご覧ください。）

◆菊池会員より◆
父の葬儀の際し、会員の皆様より過分なるお心づかいを頂き、恐縮いたしております。

おかげさまで、通夜ならびに葬儀告別式を無事に済ませることができました。今後とも
変わらぬご厚誼を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

◆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２日木曜日 ５名 釧路キャッスルホテル

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１.畑会員のご母堂様がご逝去され、会より香典を送らせていただきました。

（７月上旬にご逝去され葬儀は畑会員の故郷稚内で行われました。）
２.菊池会員の御尊父様がご逝去され、会より弔電と香典を送らせていただきました。

（葬儀は菊池会員の故郷長野県松本市で行われました。）
３.やむおえず例会出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。
４．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。
５．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。
６．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 URL http://www.marukoo.com/as/



釧路あすなろクラブ
１０月例会のご案内

１０月は管外研修です。今年は工事が進む道東自動車道庶路トンネル工事現
場を見学します。道央と道東を結ぶ大動脈の完成に向けて日々奮闘されている
方々の話を聞き、完成後の有効利用につて考えます。

■例会内容■ 管外宿泊研修

■研 修■『北海道横断自動車道（道東自動車道）
庶路トンネル工事現場見学』

ご担当部署 北海道開発局 釧路開発建設部 釧路道路事務所

■宿泊場所■ 阿寒湖畔温泉 ホテル御前水 ℡.６７－２０３１

■日 時■ 平成２２年１０月１６日（土曜日）
集合場所 市役所裏駐車場

集合 １２時４５分
出発 １３時００分（集合次第出発します。）

庶路トンネル到着予定 １４時３０ころ 研修時間約１時間
ホテル到着予定 １７時３０ころ

宴会開始予定 １８時３０ころ（到着時間により前後します）

平成２２年１０月１７日（日曜日）
朝食 ０７時３０分から
出発 ０９時００分

市役所裏駐車場到着予定 １１時ころ

※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７日（木曜日）必着
★出欠とバスの利用に○を付け、各部会長さん宛にＦＡＸを

お願いします。（準備の都合上、締め切り厳守で願います。）

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

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。

市役所裏駐車場 ・ イトーヨーカドー前 ・ ヤクルト前 ・ 星が浦ホーマック前

※宿の部屋について特段のご希望がある方は事務局長までご連絡ください。

※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 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５
三部会 高木俊一 ４４－６４１７ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年９月吉日

釧路あすなろクラブ会員各位

釧 路 あ す な ろ クラブ

第４８期 会長 宮崎博好

創立５０周年記念事業実行委員会設立について

創立５０周年記念事業実行委員会設立に関し、４月

以降各部会での協議結果などもふまえながら役員会で

検討を重ねて参りましたが、９月度役員会において今期

中に立ち上げることを役員会決定いたしました。

この間、多くの会員の方から貴重なご意見を頂いたこ

とに御礼申し上げますと共に、決定まで多くの期間を要

しましたことをお詫び申し上げます。

今後の記念事業の進め方に関しましては、当クラブ会

長経験者による会長会（仮称）を招請させていただき、実

行委員長などの役員選任と事業の方向性をご検討いた

だく事にしたいと考えております。

次回例会でご承認いただいた後になりますが、事務局

よりご連絡のうえ会長会（仮称）を招請させていただきま

すので、ご多忙中恐縮ではございますが、ご協力をよろし

くお願い申し上げます。

お問い合わせは事務局長 谷口耕二 ０９０－８６３３－９７４３まで。



２０１０年 １０ 月号

平成２２年度第４８期年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 １０月 例会報告 【執行部担当例会】

■題 目■ 管 外 宿 泊 研 修
『北海道横断自動車道（道東自動車道）庶路トンネル工事現場見学』

■開催日時■平成２２年１０月１６日（土曜日）～平成２２年１０月１７日（日曜日）

■開催場所■北海道横断自動車道（道東自動車道）白糠町庶路トンネル

■講 師■
国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 第三工務課長 三村 清様
国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 第三工務第一工務係 広瀬 篤様
岩田地崎･田中･堀口特定建設工事共同企業体 現場代理人 小松秀喜様
岩田地崎･田中･堀口特定建設工事共同企業体 管理技術者 伊藤 篤様

■宿泊場所■ 阿寒湖畔 ホテル御前水
出 席 者 第一部会 ６名 第二部会 ６名 第三部会 ７名 第四部会 ６名
研修出席者数 ２０名（全４６名） 出席率 ４３．４８％
合計出席者数 ２５名（全４６名） 出席率 ５４．３５％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
庶路トンネルの見学ご苦労様でした。環境への配慮など、ただ作れば良いだけではな

く、自然への影響を最小限にしながらの工事に感心しました。予算の都合によるそうで
すが、あと４～６年で開通するそうなので、開通の折には是非利用したいと思います。

『例会内容』
１３時過ぎに出発した一行はほぼ予定通りに庶路トンネル工事事務所に到着し、釧路

開発建設部三村清課長様より概略、広瀬篤工務係様よりトンネル必要性、工事の取り組
みを、続いて現場代理人小松秀喜様、管理技術者伊藤篤様より工事の詳細をご説明頂き
ました。途中のビデオではトンネル貫通の瞬間を見ることができました。終了後、バス
でトンネルへと移動しました。路面以外ほぼ完成しており、工事は阿寒側の一部を残す
のみとなっておりました。到着した我々は、説明を受けながらトンネル内を歩いて出口
付近にある未工事分の防水シートに記念のサインをさせて頂き、その前で記念写真を撮
影、再びバスでトンネルを走り、見学は終了となりました。その後は一路阿寒湖畔ホテ
ル御前水へと向かいました。午後５：３０頃に到着し、各々温泉に入ったりした後、午
後６：３０より信条昌和、会長挨拶、選考委員長からの次期会長候補の発表、次期会長
予定者の齋藤政行氏の挨拶の後、清水副会長の乾杯の音頭で宴会が始まりました。おい
しい料理とお酒を堪能し、宴もたけなわとなったころで、恒例の豪華景品をかけたゲー
ムが始まりました。なぜかマリモ羊羹ねたで盛り上がり、とても楽しい時間を過ごせま
した。



★５０周年事業実行委員会の今期中の立ち上げと、会長経験者会による組織立ち上げ
の協議会を行う事が承認されました。

★研修実現にあたり、草島会員ならびに伊東良孝事務所様のご協力を頂きました。
ありがとうございました。

★畑会員・菊池会員・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◆
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.関会員の奥様が永眠されました。会より香典と弔電を出させて頂きました。
２.草島会員のご子息が結婚されましたので会よりお祝いを出させて頂きました。
３.やむおえず例会出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。
４．年会費の未納の方に請求書を同封しております。早期の納入をお願いします。
５．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。
６．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 URL http://www.marukoo.com/as/



釧路あすなろクラブ
１１月例会のご案内

１０月例会では完成間近の庶路トンネルを見学し、高速道路の重要性を再認識しまし
た。宴会では楽しい時間を過すことができ会員間の親睦がさらに深まりました。

１１月は、『おこせ！地域の風』を掲げられ『自慢しようわがふるさと』と題した、
特集を組まれている 株式会社釧路新聞社 代表取締役社長 春日井茂 様をお招きし、ご
講演頂きます。

・・・１１月例会・・・

■例会内容■ 執行部例会

『地域社会における地方新聞の役割』

講師 株式会社釧路新聞社 代表取締役社長 春日井 茂 様

■開催場所■ 釧路キャッスルホテル 一階 海の間

■日 時■ 平成２２年１１月１０日（水曜日）

食事 午後６時００分より

例会 午後６時３０分より

出欠連絡■ 締め切り １１月 ５日（金曜日）必着

★出欠に○を付け、各部会長さん宛にＦＡＸをお願いします。

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

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

食事 あり ・ なし

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５
三部会 高木俊一 ４４－６４１７ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年 １１ 月号

平成２２年度年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 １１月 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 「 地域社会における地方新聞の役割 」
講 師 株式会社釧路新聞社 代表取締役社長 春日井 茂様
開催日時 平成２２年１１月１０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 ６名 第二部会 １０名 第三部会 ５名 第四部会 ７名

合計出席者数 ２８名（全４６名） 出席率 ６０.８７％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
今年も後残すところ二ヶ月を切りました。年間テーマ「挑戦釧

路」を掲げ、皆様と共に勉強してまいりました。各部会例会の素
晴らしい発表内容に感激した一年間でありました。

さて、外交内政ともに様々な問題を抱え、ニュースには事欠か
ない昨今の日本です。こんな中で今日は、釧路新聞社の春日井社
長をお招きし、地方新聞の役割や今年のテーマである『おこせ！
地域の風』に対する思いなどをご講演いただきます。

『例会内容』株式会社釧路新聞社 代表取締役社長 春日井 茂様講演

私も釧路新聞社に入社して１０年目ということで、一つの区切
りとして考えました。その１０年間をお話しすると共に前職の２
６年間お世話になった国税のことも少しお話ししようと思います。

●国税から新聞社●
私の前職は国税局でした。国税の中でも大企業などの調査を行

う調査部に在籍し、調査した企業数は１０００、業種は８０にも
登ります。私が国税局に入局して先輩から言われて印象に残った
言葉は「国税の職場はテイクだけの職場である」です。商売はギブ＆テイク、役所はギブの
職場であり、国税はかなり特殊な職場でありました。長く勤めて参りましたが、次第にその
閉鎖性に疑問を感じていたところ、妻が釧路新聞社の創業者の次女ということもあり釧路新
聞社に転身いたしました。

●日本の新聞社の特徴と現状●
新聞には全国紙（読売等）、県紙（道新等）、地方紙（釧新等）

などがあります。
釧路でのシェアは北海道新聞が 4 万、釧路新聞が 2 万、朝日が

1500、読売が 1200 となり、寡占性の高い業種であります。

日本の新聞の特徴である宅配についてですが、宅配率は平成２
１年の統計では 94.7%、世界では日本に次いで高いのが韓国の
90.8%、アメリカは 74%。一番低いのはイタリアの 0.6%。その他
の国では宅配率が 50%ぐらいの国が多く、日本や韓国は世界的にみて非常に珍しい国とな
ります。

日本では年間発行部数は約 5000 万部。一戸あたりの平均購読部数が 0.95 部、群馬県が一
番多くで 1.17 部、北海道は 0.81 部と下から三番目の少なさ。人口あたり（成人 1000 人あた
り）では、日本は 613 人。アイスランドが世界一で 817 人、スイスが 627 人。アメリカが 211
人。世界の中でも日本はかなり多くの人が新聞を購読しています。

今マスメディアは大きく変貌しています。インターネットの普及と携帯電話などの新しい
メディアの出現により、新聞はかなり苦戦を強いられています。



これを如実に表しているのが広告収入の減少です。2004 年の新
聞の広告収入は一兆円を超えていましたが、2009 年度には新聞が
6700 億円、雑誌が 3000 億円、ラジオが 1300 億円 テレビが一兆
七千億円、そしてインターネットが 7000 億円。この４～５年で３
０００億がインターネット広告に流れたことになります。

●入社時の現状と経営課題●
私の入社時は、社員の平均年齢が高く、低い営業利益率、帯広

に進出した時の不良債権、電子写植への対応、社内の人事の流動性が低い問題など山積して
いました。これらを改善し、平均年齢が 41.6 歳に改善。営業利益率も 3.5%％に改善。最新
の電子写植ソフトの導入。幹部社員の移動などにより垣根を取り除き、結果安定した利益を
出せる会社になることが出来ました。

今後の経営課題として社員力の向上を目指し、給与制度の改革、３Ｓ運動、ＣＳＲ（社会
貢献）、後継者の育成などに取り組んでいます。

●地域社会の現状●
少子高齢化によって、人口減少、高年齢化、核家族化が急速

に進んでいます。昭和３０年一世帯あたり 5.25 人だったのが
平成２１年には 1.98 人と半分以下と世帯人数が激減、支え合
う家族の減少に加えて自治体の財政危機、町内会の加入率の減
少などにより、それまでつないできた、自治体や民間の組織が
機能せず、無縁社会化してきています。その対策としてＮＰＯ
法人などのボランティア活動が近年増えてきていますが、小さ
な地域での活動であり、大きな潮流になっていないと思われま
す。このような状況を踏まえ、私たちマスコミは、その活動を紙面で紹介することにより、
バラバラな活動の接着剤となり得ると考えています。

●地方新聞の役割●
その他の活動として、主催事業、共催事業が年５２件、講演事業が月に４０～５０件あり、

講演事業とは、主にその市民の活動を記事にしてお知らせすることです。紙面には限りがあ
りますが、どんどん募集しています。他に財団法人釧新教育芸術振興基金として、教育活動
賞、釧新奨学賞、釧新図書、芸術賞などを行っています。

●年間キャンペーンについて●
今年は「おこせ地域の風 自慢しようわがふるさと」と題し、地元は住みやすい良いとこ

ろだと再認識しようと考えました。はじめに二市八町一村の子ども達に、自分の住んでいる
街は好きですか？ずっと住みたいですか？自慢する物があったら教えてください、とアンケ
ートし発表したところ、自治体から非常に反響がありました。その反響から各自治体を取材
して「ふるさと新聞」を作りました。

私ども地方紙は地域が無くては発展できません、皆様方と共に歩んで行きたいと思います。

最後に質疑応答が行われ、活発な質問に丁寧にお答え頂きました。

『事務局連絡』
５０周年記念事業委員会設立のための会長会を１１月４日に開催しま

した。実行委員長に伊東良孝会員 副委員長に草島守之会員、事務局長
に木内慎太郎会員、式典委員長に畑 稔会員、記念誌委員長に本間英俊
会員が選ばれました。

◆部会活動報告（予定）◆
第一部会 １２月２２日水曜日 忘年会 第二部会 １２月１１日土曜日 忘年会
第三部会 未定 第四部会 １２月１０日金曜日 忘年会

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１．.坂本会員のご令嬢が結婚されましたので会よりお祝いを出させて頂きました。
２．やむおえず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。
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。

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



釧路あすなろクラブ
１２月例会のご案内

早い物で師走の声を聞く季節となりました。１２月は忘年例会です。
今年一年を振り返りつつ、食べて飲んで会員相互の親睦を深めましょう！

（ミニゲーム[景品付き！]も用意してます。)

・・・・・１２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

■日 時■ 平成２２年１２月４日（土曜日）

午後６時３０分より

出欠連絡■ 締め切り １１月２９日（月曜日）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。
------------------------------------------------------------------------

氏 名

例会 出席 ・ 欠席

■各部会長のＦＡＸ番号■

一部会 畠山智彦 ９１－９５４９ 二部会 結城 太 ４２－３２３５

三部会 高木俊一 ４４－６１４７ 四部会 坂本裕人 ３６－８７３１



２０１０年 １２ 月号

平成２２年度 第４８期 年間テーマ 『挑戦！釧路』

◆平成 ２２年 １２月 第４８期 例会報告 【執行部担当例会】
題 目 「 忘 年 例 会 」
開催日時 平成２２年１２月４日（土曜日） 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 ６名 第三部会 ６名 第四部会 ８名

合計出席者数 ２９名（全４６名） 出席率 ６３.０４％

◆◆◆◆◆例会報告◆◆◆◆◆◆

『会長挨拶』
今年、「挑戦！釧路」と題しまして、活動して参りました。振

り返りますと、素晴らしい部会発表内容に感激し、執行部例会
では、各講師のお話を真剣に聞き入る皆様の姿勢に感心し、野
遊会、宿泊研修では大いに語り、親睦を深めることが出来まし
た。至らない点は多少あったかと思いますが、充実した二年間
を過ごせたと思っております。ありがとうございました。

『例会内容』
谷口事務局長の司会により、信条昌和から始まりました。ご子息がご結婚された、草島会

員とご令嬢がご結婚された坂本会員より、お礼のご挨拶をいただきました。泰地副会長の乾
杯の音頭で宴会が始まりました。宴もたけなわとなった頃、お楽しみのゲーム大会が始まり、
目隠ししたコップの飲み物の残量の正確さを競うゲームが始まりました。それぞれ工夫しな
がら飲んでいましたが、なかなか難しかったようです。多忙の中出席された伊東会員が、衆
議院議員としての近況と５０周年記念事業実行委員長として抱負を述べられました。その後
は空くじなしの大抽選会となり。会長賞、副会長賞、事務局賞など多数の賞品に一喜一憂さ
れ楽しい時間となりました。続いて、今年第一部会の担当例会で発表されたヒートボイス作
曲の【釧路あすなろクラブの歌】を合唱しました。最後に５０周年記念事業実行委員会事務
局長の木内会員による５０周年記念事業にむけて協力依頼と締めの音頭で盛況の内に閉会と
なりました。

差し入れをくださった、坂本会員、草島会員、菊池会員、ありがとうございました。



◆新入会員承認◆
久保隆雄さん（久保板金工業所 推薦者：中島会員、前会員）、
岩田義雄さん（リフォーム企画 夢工房代表 推薦者：斉藤会員、伊東会員）

の入会が満場の拍手を持って承認されました。

◆部会活動報告◆
第一部会 １２月２２日水曜日 忘年会 第二部会 １２月１１日土曜日 忘年会
第三部会 １２月１８日土曜日 忘年会 第四部会 １２月１０日金曜日 忘年会

◆事務局連絡◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
１．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。
２．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 URL http://www.marukoo.com/as/



釧路あすなろクラブ

第４９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４９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２３年１月２２日（土曜日）

午後 ６ ： ０ ０ より

通常例会より時間が早いので、お間違えの無いようにご来場ください。

４９期執行部にて、手帳更新を予定しています。総会開始前に手帳用の写真を撮影しますの
で、早めのご来場お願いいたします。

※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２３年１月１１日（火曜日） 【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
第４８期会長 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






