
2017～2018年度 釧路北ロータリクラブスローガン 【クラブ創立 60年に向かって、全会員が主役! !】 

８月３０日(水) 本年度第８回（通算 第２８８４回） 

「新入会員卓話」 

担当/プログラム委員会 １２：３０～釧路プリンスホテル 

 

◆お客様と来訪ロータリアン  

菅原 崇洋君 齋藤 慎也君、竹澤 京也君（以上３名 釧路北 RAC） 

 

◆メーキャップ 

 ８／２３（大阪フレンド RC）菊池 美恵子さん   ８／２６（釧路東 RC）坂入 信行君 

 ８／２９（浜中 RC） 森山 義文君、鈴木 圭介君、大友 淳君、長内 信辰君、小林 裕幸君 

篠原 恒也君、高橋 貢君、本間 明美さん 

 

◆出席報告【会員総数 78名 免除 6名 出席計算に用いた会員数 78名】 

 本日の出席率     出席者名 38名 メーキャップ 10名    出席率 61.5％ 

   前々回の修正出席率   出席者名 40名  メーキャップ  5名   出席率 58％ 

 

◆ニコニコ献金 

・今日の例会よろしくお願いします ～森山 義文君 

・佐久間さん入会おめでとうございます。本日よろしくお願いします ～鈴木 圭介君 

・今日も宜しくお願いします ～伊藤 尚嗣君 

・田野委員長よろしくお願いします。佐久間君、卓話楽しみにしています ～大友 淳君 

・新入会員の登龍門、頑張るんだよ ～坂入 信行君 

・新入会員卓話よろしくお願いします ～佐久間 泰弘君 

・喜寿になりました。娘が祝ってくれるかも知れません ～高橋 邦弘君 

・担当例会よろしくお願いします ～田野 竜之介君 

・２４hのチャリティー、沢山のご来場本当にありがとうございました ～平井 昌弘君 

・入会記念日でした。ありがとうございます ～本間 明美さん 

 
 

◆会長挨拶 ≪森山会長≫ 

会長挨拶いたします。 先週はクラブ創立記念アクト合同例会という

ことで第 59 回目の創立記念例会でした。 先ほど幹事報告でも鈴木幹

事が述べられていましたが、昨日浜中 RCへ表敬訪問してまいりました。 

浜中クラブは 1968 年、昭和 43 年創立で RI の承認が同年 5 月 3 日と  

なっており来年度で創立 50周年を迎えます。 

昨日は浜中の新鮮な海の幸をたくさん提供していただき、本当に食べ

きれないほどでした。 参加したのは 8名でしたがいずれも食欲盛んな

年齢の峠を過ぎたメンバーでしたので、せっかくの御馳走を多く余して

きたようです。 次年度はぜひ若い会員に行っていただくと普段のアルコール中心の栄養不足となりがちな食生

活をかなり補える素晴らしい宴会を経験できると思いますので是非積極的にご参加いただければと思います。 



通常のセレモニーをほとんど割愛した浜中クラブの夜の表敬訪問例会は今後、年度行事の大きなお楽しみの 

一つになることは間違いないと確信いたしました。 

ちなみに釧路北 RC は創立が 1958 年、昭和 33年 5月 28 日で RIの承認は 8月 18日になっています。 RC で

すのでクラブ創立は実際に創立された 5 月 28 日ではなく、RI で承認された 8 月 18 日をクラブの正式な創立記

念日としています。 ですから実際は今年度、正式には次年度が創立記念日になるということです。 

 

浜中クラブでは 40周年は身内で行いましたが 50周年は親クラブでもある釧路北 RCをはじめ他のクラブにも

案内を出し少し大きく開催予定とのことです。どちらにしましても現在 12 名の会員しかいないので派手なこと

はできないと言っておりました。 

私共北 RC も 60 周年事業や IM などで忙しくなる年度ですが浜中 RC50 周年事業に何か協力できることがあれ

ば快く協力したいと思っています。 

 

本日は新入会員卓話で佐久間会員に卓話していただきますが、佐久間会員は入会してからも非常に出席率が 

よく将来大変有望な会員であることは間違いありませんので、本日の卓話どうぞよろしくお願いいたします。 

以上会長挨拶を終わります、どうもありがとうございました。 

 

◆幹事報告 ≪鈴木幹事≫ 

１ ２０１７年９月のロータリーレートは１ドル＝１０９円となってお 

ります。 

２ ８月２９日に浜中ロータリークラブへ会長・幹事・理事者を中心に 

８名で表敬訪問に行ってまいりました。 

３ ７月初めに請求書を発生させていただきました、会費についてです。 

８月３０日現在未納の方がおられますので、お忘れでございましたら 

ご入金くださいますようお願いいたします。 

４ ９月６日の例会は、「基本的教育と識字率向上月間によせて」となっております。当日は、釧路短期大学専

任講師の高木真美様をお招きし「識字率と図書館」というテーマでご講演頂きます。たくさんのご参加を

お待ちしております。 

５ 記念日プレゼントと例会出席予定表を回覧しております。 

６ 釧路ローターアクトクラブ様より９月の２回分の例会案内がきておりますので回覧させていただきます。 

７ 国際ロータリー第２５００地区ローターアクト様より第３ブロック秋の交流会及びローターアクトの日の

案内が来ておりますので回覧させていただきます。 

８ 釧路南・東・西・ベイ・根室の各ロータリークラブ様よりプログラム・根室ロータリークラブ様より会報が

届いておりますので回覧させていただきます。 

９ ザ・ロータリアン９月号が届いておりますので回覧させていただきます。 

 

 



◆本日のプログラム「新入会員卓話」 

プログラム委員長 田野竜之介 君 

 皆様こんにちは、本年度プログラム委員長を仰せ付かることになりま

した田野でございます。 今日は坂口会員が急遽社用のため欠席となり

ましたので、佐久間会員のオンステージとなっております。 佐久間さん

は平成２９年６月２１日入会され、推薦カウンセラーは平井昌弘会員で

ございます。 釧路北ロータリークラブは他のクラブから見ても、とても

若いクラブですねと先日成瀨ガバナーもおっしゃっておりましたが、ク

ラブの平均年齢は５４歳でございますので、佐久間会員はそれより１０

歳以上若い、今後の北クラブの柱となっていく会員だと思います。 先ほ

ど中嶋理事もおっしゃっておりましたが、会員の皆さんに知っていただくためにも、一日でも早くクラブに溶け

込んで頂きたく思います。 仕事の事、趣味や家族のことなど思う存分アピールしていただき、先輩会員の皆様

と溶け込んでいただき、今後のロータリーライフを充実なものにしていただきたく思います。 それでは佐久間

会員宜しくお願い致します。 

 

平成２９年６月２１日入会 佐久間 泰弘 君 の卓話 

 皆様こんにちは、私は２ヶ月前の６月２１日に入会させて頂きました佐

久間泰弘と申します。 どうぞよろしくお願い致します。 まだまだロー

タリークラブの仕組みをしっかり理解しきれていない半人前でございま

すが、本日は新入会員卓話という事で皆様の前でお話をさせて頂く機会を

与えていただきまして感謝申し上げます。 

 私にとって初めての卓話でございますが、田野プログラム委員長をはじ

め先輩会員の皆様から貴重なアドバイスを頂きましたので、少しでも自分

をアピールしたいと思います。 

 それでは私の生い立ちについて話をさせていただきます。 まず私の生年月日と出身地についてでございます

が、昭和５８年７月２１日に中標津町にて生まれました。 本日の話題になればと思いまして、有名人でどなた

か同じ誕生日の方がいないかなと調べてみましたところ、なんと俳優の船越英一郎さんと一緒という事でござい

ました。 その事を知ってから私も泥沼離婚騒動や妻からのユーチューブによる言葉など、何か問題を起こして

しまう星の下に居るのではないかと、今でも不安に駆られております。 話が非常にそれてしまいましたが、私

が生まれまして間もなく親の仕事の関係で、釧路市の鳥取に引っ越してまいりました。 父の実家は上春別で酪

農を営んでおりますが、父は末っ子でございますので家業はお兄さんが継いでおりまして、私の父はスーパーの

鮮魚店やトラックの運転手などの職に就いておりました。 幼少期は動物が非常に好きで特に猫と遊んでおりま

した。 現在も実家で猫を飼っております。 犬は体が大きくて逃げると追いかけてきますし、小学生の頃ボス

という名前の犬に足を噛まれてしまった事もありまして、あまり好きにはなれませんでした。 しかし、父が職

場の近くで拾ってきた子犬が非常に可愛らしくて、大切な家族になりました。 学生時代は鳥取小学校、鳥取中

学校、釧路商業高等学校に通いました。 スポーツが大好きで中学はバスケットボール、高校は野球に打ち込ん

でおりました。 私は高校から野球を始めており、また部員が少なく決して強豪といわれるようなチームではあ

りませんでしたが、２年生の秋にキャプテンに指名され、監督やコーチ、素晴らしいチームメイトに恵まれ３年

間野球を続けることが出来ました。 卒業の時にＯＢの方から一言いただいたのが、歴代のキャプテンの中で一

番下手くそだったと言われ、ただ一生懸命にチームを纏めようとしている気持ちが素晴らしかったと、お褒めの

言葉なのかよくわかりませんが、そういったありがたい言葉を頂いた事が印象に残っております。 



 高校を卒業後の進路につきましては、大学への推薦や自衛隊に入隊した先輩から声がかかっておりましたが、

仲の良かった野球部の先輩が釧路プリンスホテルに入社しておりましたので、私も同じホテルに入社して一緒に

働きたいと思いホテルマンになる決意をいたしました。 残念なことに私が卒業する年はプリンスホテルからの

求人は無く、社員雇用はできないとの事でした。 私は貧しいながらでもここまで育ててくれた、両親に少しで

も安心させたいという思いもあり、アルバイトではなく社員採用をしてくれるホテルを探すことにいたしまし

た。 ご縁があり釧路全日空ホテルに入社することになり、ここからホテルマンとしての生活がスタートいたし

ますが、私の未熟さもあり最初の一年は非常に辛かったことが多かったと思います。 まず体を動かすのが大好

きな私は、広い宴会場で結婚式や宴会、会議などの会場担当する宴会サービス部門を希望しておりました。 し

かし、配属された先は宴席や婚礼等の受付で、将来は営業セールス、ブライダルプランナーを目指す部門でござ

いました。 当時の私にとっては全く興味のない事ばかりで毎日が苦痛でしたが、自分の仕事を抱えながらでも

嫌な顔をせず、真剣に仕事を教えて下さる先輩の為にも頑張ろうと努めていました。 しかし、会社の評価は良

いとは言えず、営業には向いていないと判断され、入社２年目に異動することになりました。 この話を聞かさ

れた時は、違う部門に行ける嬉しさと使い物にならなかった自分への嫌悪感、情けない気持ちと一生懸命に仕事

を教えてくださった先輩の評価が下がってしまうのではないかという不安と、申し訳ない気持ちが複雑に入り混

じっていたのを今でもはっきり覚えています。 ４月から新たに配属された先は、鉄板焼きバーラウンジを担当

するレストラン部門でした。 鉄板焼きは平均客単価１万５千円の高級レストランで、バーラウンジは様々なお

酒を取り揃えた大人の空間です。 当時２０歳の私にとっては夢のような職場でございました。 

 その後、ホテルマンの師匠や大切な仲間に恵まれ、ホテルマンという職業が大好きになりました。 ２０代の

ホテルマン人生はいろいろなことにチャレンジさせて頂きました。 ２１歳でホテルバーテンダーの試験に合格

しいろいろなカクテルコンペティションに出場いたしました。 ２６歳の時に父親を亡くしましたが、辛い出来

事を克服するため難関のソムリエ試験への挑戦を決意し、翌年にその資格を取得いたしました。 ２９歳でホテ

ルレストランサービスの一級技能士の資格試験に挑戦しますが、一次の筆記試験合格後に母親が脳梗塞で倒れて

しまいました。 奇跡的に後遺症もなく２ヶ月ほどで退院することができましたが、兄弟で母親の看病をするた

め二次試験を断念し、来年再チャレンジをする事にいたしました。 翌年無事に一級サービス技能士の資格を取

得することができ、バーテンダー、ソムリエ、フランス料理のサービス、結婚式のエスコートなどホテルマンと

しての充実した日々をおくる事が出来ました。 また２０１２年には私が勤めていたホテルのグループでありま

す、ＩＨＧインターコンチネンタルホテルズグループで、各ホテルのＭＶＰに選ばれまして表彰式の会場である

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島に釧路の代表として出席してまいりました。 全国の優秀なホテルマンに出会

い沢山の刺激を受け、モチベーションアップに繋がる素敵な経験をさせて頂きました。 

 ３０歳を過ぎてからは、ホテルのブランドに守られている私という人間が、一個人としてどこまで通用するの

か挑戦したいという気持ちが日増しに強くなり、３１歳で１３年お世話になったＡＮＡクラウンプラザホテル釧

路を退社し、独立を決意いたしました。 改めてホテルマン人生を振り返った時に楽しい事も沢山ありましたが、

やはり１０代の辛く悔しかった時期が今の自分の基盤になっていると思います。 ホテル退社後は約１ヶ月間、

妻と日本一周の旅に出たり、尊敬する先輩のバーで貴重な体験を積むことができ、２０１５年１０月３日に末広

町にバー佐久間をオープンする事が出来ました。 このお店のオープンにあたりビルのオーナーでございます平

井委員長には大変お世話になりました。 この場をお借りして改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 釧路北ロータリークラブに入会させて頂いてから、２ヶ月が経ちましたがお店の営業もありいろいろな行事に

出席できずご迷惑をお掛けしておりますが、例会に出席する度に皆様からお声をかけて下さったり、お店に足を

運んで下さったりと、新人ながら皆様との絆を感じております。 微力ではございますが自分の活動できる範囲

で皆様のそして大好きな釧路のお役に立ちたいと思いますので、今後ともご指導のほど宜しくお願い致します。 

最後になりますが、私の職業はバーテンダーです。 お客様の喜怒哀楽を含めて何を求めているのかを感じ、自



分に何が出来るのか答えはその方によって幾つもありますが、お客様に満足していただけるとやりがいを感じ、

反対に物足りなく感じて帰られるお客様を見ると、何が足りなかったのかを反省する毎日です。 お酒の知識や

美味しいお酒をつくる技術は勿論大切でございます。 まだまだ私も未熟でバーテンダーの先輩方には遠く及び

ませんが、それだけではなく人としての心も求められるバーテンダーという職業に私は誇りを持っております。

バーテンダーとしてお店を守りお店を支えて下さるお客様に楽しんでいただき、大切な家族を養い地域に貢献で

きるようこれからも精進してまいります。 

 まだ少し時間がございますので、ここでひとつ宣伝をさせていただきたいと思います。 私が所属しておりま

す日本バーテンダー協会釧路支部主催のカクテルパーティーが１０月１５日の日曜日、１８時半から開催されま

す。 料金はお１人様５千円を予定しておりまして、カクテル飲み放題にお料理もついております。 また、昨

年までは立食でございましたが今年から着席でゆったり楽しんでいただけるスタイルになっております。 カク

テルの材料もしっかりしたものを使用し、様々なアトラクションもご用意しておりますので興味のある方は是非

お声を掛けて頂きたいと思います。 以上で私の卓話を終わらせていただきます。 本日はご清聴誠にありがと

うございました。 

 

 

 

報告事項 

ロータリー研修委員長 高橋 邦弘 君より報告 

改めましてこんにちは。 今月２２日付けで第１回目の家庭集会のご

案内を申し上げました。 第１回目のテーマについて森山会長といろい

ろとお話ししていたんですけれども、案内にもありますように最近非常

に新しい会員が増えておりますから、如何に親睦を深めるかという事を

危惧する中、もともと我々は奉仕団体の会員ですけれども、個人的には私

たちは国際ロータリーの会員ではありません。 私たちは釧路北ロータ

リークラブの会員という事になります。 奉仕活動について言えばクラ

ブがその任を担うんですけれども、個人会員レベルになりますと第１番目はクラブ奉仕という事になります。 

我々は如何に会員同士が親睦を深めてクラブを盛り上げていくかという事に尽きると思います。 まず親睦を深

めるためにどういったことがあれば、せっかく入会した会員が退会しないようにする防止策も考えなければなら

ないのではないかという事で今回テーマを設けました。 そういうことで事細かにご案内申し上げましたけれど

も、やっぱり家庭集会では招集者が一番大切な部分になりますので、今年度は出来るだけ新しい会員にお任せし

たいという思いでおります。 

最後に家庭集会というのはもともと各家庭で開催しておりましたので、もし可能であればそれが一番いいなと

思います。 ただこれが取りやめになったのは、どうしても家庭で行いますとその家庭に負担がかかる事になり、

家庭料理、或いは豪華なお寿司をとるなど会費以上の出費になるケースもあったので、いつの間にか取りやめに

なりました。 もっと簡単に家庭で開催出来れば是非それぞれの招集者の家庭でやっていただきたいと思ってお

ります。 皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 



 


