２０１4〜２０１5年度 釧路北ロータリークラブスローガン
【友情を育み更なる奉仕へ】

１ 月 １４日（水）本年度第２６回（通算2761回）

「

年男大いに語る

担当/プログラム委員会

」

１２：３０～釧路プリンスホテル

◆メーキャップ
1月10日 石井 東洋彦君・伊勢 佳訓君・菊池 美恵子さん・坂入 信行君・佐渡 正幸君
多田 洋平君・田野 竜之介君・萩原 昭博君・平井 昌弘君
◆出席報告【会員総数６８名 免除５名 出席計算に用いた会員数６７名】
本日の出席率
出席者 26名
メーキャップ9名
出席率 51.5％
前々回の修正出席率
出席者 48名
メーキャップ0名
出席率 70.6％
◆ニコニコ献金
・年男の皆様おめでとうございます。大いに語って下さい ～萩原 昭博君
・年男の皆様当たり年です。宜しくお願いします ～坂入 信行君
・年男、大いに語らせていただきます ～佐渡 正幸君
・入会記念日と年男です。大いに語ります ～田野 竜之介君
・４２歳になりました。若輩者ですが今後とも宜しくお願いします ～中田 清秀君
・入会６年目となります。宜しくお願いします ～平井 昌弘君
・入会３年目となりました。今後とも宜しくお願いします ～日比 龍雄様
・本年も宜しくお願いします ～村井 順一君
◆会長挨拶
皆様こんにちは。先週、厳島神社神殿におきましての神事、そして新年交例会に多数ご出席頂きまして誠に
有難うございました。
昨年７月より６５名でスタート致しまして、今日現在６８名の会員数でございます。地区目標の純増３％又
私の目標も上期で達成致しました。これも会員の皆様のご協力があればこそ達成できたと思います。来週の
例会におきましても１名の入会式を予定しております。会員総数６９名は、昨年の年度末に戻ったわけです
が、まだ半年有りますので何とか７０名の大台に乗せ佐渡年度に引き継いでいきたいと思います。７０名と
言えば今から６年前の中嶋会長年度のスタートが７１名でした。引き続き皆様のご協力の中で会員増強に努
めていきたいと思います。
１月はロータリー理解推進月間です。先ほど高橋 邦弘パスト会長のお話にもありましたが、毎年恒例の朝粥
塾が１月２３日早朝より北川直前ガバナー補佐を講師に迎えまして開催いたします。入会年度の浅い会員の
方は是非参加頂きましてロータリーを学びロータリー活動を理解していただければと思っております。
さて本日の例会は、「年男大いに語る」です。私も入会して年男を語っておりません。１０年前に一度機会
がありましたが選考から漏れてしまいました。２年後、富樫会長年度に年男を迎えますので、その時元気で
おりましたら、是非語らせて頂ければと思っております。本日は３名の会員の皆様大いに語って下さい。
◆幹事報告
①１月２３日(金)朝がゆ塾を開講させて頂きます。午前７時よりプリンスホテルにて、北川直前ガバナー補佐
のご講演を頂きます。締め切りは来週１９日までとなっておりますので、特に5年未満の会員は是非、積極的
にご参加宜しくお願い致します。
②先週、1月10日土曜日、ローターアクトの新年会に会長をはじめ、佐渡エレクト、石井理事、平井委員長、
菊池委員長、伊勢会員、田野・多田両副幹事、私の9名で参加してまいりました、そこで執り行いました、百
人一首で石井理事の素晴らしさとスナップの強さを再確認したアクトの新年交流会でありました。
③中嶋年度にてお預かりしました、米山奨学生のアマルトブシンさんから年賀状が届いております。
④昨年12月21日にロータリーデーとして開催しました、少年サッカー教室にご協力して頂きました、コンサドー
レ札幌選手・コーチ・本部からお御礼が届いております。
⑤紋別ロータリークラブ様より創立６０周年式典に際してのお礼状と『60年史』が届いております。
⑥釧路市民活動センターのわっとだより、第66号が届いております。
⑦２０１５年１月のロータリーレート、１ドル１１８円ということで、ガバナー事務所より連絡がきております。
⑧『ロータリーの友』電子版の配信のスタートあたり、その閲覧方法の案内が届いております。
⑨各クラブ、ロータリーアクトより例会案内とプログラムが届いております。
⑩ザ・ロータリアン１２月号が届いております。
⑪ロータリーの友１月号が届いております。以上回覧致します。

年男大いに語る
皆様，新年あけましておめでとうございます。
私は，今年年男となります。そこで，大いに語らせていただきたいと思います。
さて，何を語ろうか考えておりましたが，私，まだまだ入会して日が浅いも
のですから，まずは私の事を知ってもらえればと思い，私の事をお話させてい
ただきます。
私は，富山県高岡市の生まれです。高岡市は，パルプ，アルミ，銅器で有名
な町です。高岡にもロータリークラブがあり，高岡ロータリークラブ，高岡北
高橋 哲也 会員
ロータリークラブ，高岡西ロータリークラブ，高岡万葉ロータリークラブ，な
どがあります。高岡万葉ロータリークラブの「万葉（まんよう）」という言葉で
すが「万葉集（まんようしゅう）」の「万葉」からとられているものです。高岡は万葉のふるさととも呼ばれて
おりまして，万葉集を編纂した大伴家持が越中の守として赴任しておりました。余談ですが，万葉集２０巻を
３日３晩かけてリレー方式で読みつなぐ高岡万葉祭りは一見の価値があります。１８歳まで，富山県高岡市に
住み，その後専修大学へ進学し，川崎市の多摩区というところに居住しました。
その後，専修大学法科大学院に進学し，弁護士となり，日本司法支援センターという組織に参加することに
なりました。
日本司法支援センターとは愛称を「法テラス」といい，様々な業務を行っておりますが，その中に全国各地
に弁護士を配置するという業務があり，私もその一環として釧路に参りました。そして，釧路の風土が気に入
り，法テラス退職後も釧路で独立して弁護士業を営んでおります。
このように，私はこれまで生きてきましたが，これまで生きてこられたのも，そして釧路北ロータリークラ
ブに入会し，皆様とお知り合いになれたのも，人と人との絆だと思っております。この絆を大切に，この１年
間過ごしていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。

田野

竜之介 会員

こんにちは、『年男大いに語る』ということで 昭和 54 年生まれの鼻た
れの子羊が語りたいと思います。 皆様どうぞ宜しくお願い致します。
年男を調べてみると『家での正月の祭りの司祭者』という役目とでまし
た。
正月も終わりましたので 直前年男となります。
直前年男は、何語れば良いのか？ 色々と考えてきました、まずは自分
が生まれてきた羊年の時代には、どんな年だったのか？どのような出来事
があったのかどんなものが流行したのかを調べてきましたのでお伝えした
いと思います。

『世界の動き』
1979 年 世界では、第二次オイルショックで原油価格急騰原油が 1 バレル 12 ドルから 40 ドル台に
急騰。レギュラーガソリン 102 円～ 172 円に急騰しました。
1979 年 アメリカと中国が国交正常化
1979 年 ソ連がアフガニスタンへ侵略
国全体で 150 万人 男性 13.5% 死亡 国の半分が 14 歳以下となりロータリークラブでもたびたび勉強さ
せていただいています識字率。この時の識字率は 36.3% となり現在でも経済成長の妨げになっています。
1979 年 米国スリーマイル島で原発事故発生
『国内の動き』
1979 年 東名高速日本坂トンネル事故 173 台炎上日本史に残るトンネル事故最大事故です。東海道の大
動脈であり 60 日間の通行止めでの 2 次的被害が生鮮食品の高騰。渋滞に巻き込まれトラックの到着が遅
れ、南海ホークスのユニフォーム野球道具一式が間に合わなく、日本ハムファイターズ戦が中止という
出来事もあったといいます。7 名死亡 2 名負傷

1979 年 アジア初の女子マラソン 『東京国際女子マラソン』が行われる
1979 年 プロ野球ドラフトで江川 空白に 1 日問題
1979 年 吉野家 ロサンゼルス オープン当時日本では 並盛 350 円だそうです。現在 380 円 669 キ
ロカロリー創業当初 1966 年は 120 円。今でも記憶に新しい Bse 狂牛病 350 円
『その他』
1979 年 機動戦士ガンダム テレビ初登場
1979 年 インベーダーゲーム流行
1979 年 ソニーウォークマン誕生
価格は 33000 円
1979 年 使い捨てカイロ
1979 年 フロントフックブラ
1979 年 ぶら下がり健康器
1979 年 ロッテ パイのみ発売
1979 年 東京上野動物園 ランラン突然死
『物価では』
1979 年 ビール 215 円 かけそば 250 円 大卒初任給 11 万 2525 円（20 万 1800 円現在）
1979 年 松方弘樹 仁科明子 篠山きしん 南沙織 大物カップルの結婚
1979 年 漫画 キン肉マン うる星やつら 連載
1979 年 噂の真相 ヤングジャンプ
1979 年 動いてるのをリアルタイムで見たことありませんが
山口百恵 『私の恋人は 三浦ともかずさんです』と放った日
1979 年
西城秀樹 : ヤングマン ／ ツイスト : 燃えろいい女 （化粧品コマーシャル）
桑名正博 : セクシャルバイオレット NO.1 （化粧品コマーシャル） ／ サザン : いとしのエリー
さだまさし : 亭主関白 ／ 海援隊 : 送る言葉 ／ クリスタルキング : 大都会
矢代亜紀 : 舟歌 などなど ／ アリス : チャンピオン ／ 岩崎宏美 : 万華鏡
小林幸子 : 思い出酒 ／ ピンクレディー : 波乗りパイレーツ ／ 桜田順子 : サンタモニカの風
ゴダイゴ : 銀河鉄道 999 ビューティフルネーム ／ 萩原健一 : 大阪で生まれた女
『テレビ』
1979 年 必殺仕事人
1979 年 西部警察
1979 年 三年 B 組金八先生
1979 年 ズームイン朝
1979 年 ルックルックこんにちは
1979 年 クイズ 100 人に聞きました
1979 年 サイボーグ 009
1979 年 機動戦士ガンダム テレビ初登場
1979 年 化学忍法ガッチャマン
1979 年 ベルサユの薔薇
1979 年 新 巨人の星
『言葉』
1979 年
1979 年
1979 年
1979 年
1979 年
1979 年
1979 年

シカと
花札のシカがそっぽ向いているところが語源
エガワル
熟年
ダサい
夕暮れ族
ナウい
にゃんにゃん

『1979 年生まれ』
山崎しずよ （南海キャンディーズ） ／ オードリー春日 ／ 堂本光一 ／ 堂本剛 ／ 魔娑斗
楽しんご ／ 稲本順一 ／ キミライコネン ／ 仲間ゆきえ ／ 上村愛子
となります。雑談ぽくなってしまいましたが。色々な出来事が 1979 年に誕生し自分はうまれてきました。
今から十二男前の年男にこの会社に入社しました。人生 4 回目の年男！たの塗装工業の社長であり父も年
男でございます。今年の 3 月には城山の元の弐万円堂に、本社兼多目的型ショールームオープンすること
になりました。世の中はアベノミクスと景気上向きの話があります。国政は、さまざまな経済再生に向け
て取り組まれています！
しかし、なかなか、景気が良くならないこの釧路地域でございますが、自分で変えないと変わりません。
人と同じことをやっていても進歩しません塗装工、外装サイディング工のワンランク上をめざし、このシ
ョールームを武器にして営業の糧にしていきたいと思います。
最近読んだ本での作者の名言で『やってしまった後悔はだんだん小さくなる、やらなかった後悔はだん
だん大きくなる』という言葉を胸におき、何事にもチャレンジ、どんなことにも挑戦 !! 少しでも後悔しな
いように、トライしていきたいです。
わが社で掲げる 『 地域一番店 !! 』にむかって エンジン全開で今年はスタートしたいと思います。
まだまだ大いに語れませんが本日の『 年男大いに語る 』ご清聴ありがとうございました

