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■会長報告	 栂安　雅満	会長
　北海道も緊急事態宣言が9月末まで延長されまし
た。ロータリークラブの例会もどの様に運営するか
を考えて、本日と来週につきましてはお弁当の持ち
帰りのハイブリッド形式で行うことといたしまし
た。来月の例会につきましては今月の末に再度検討

をしたいと思います。さて、つがやす薬局と日産自動車の職域接種
の1回目が9月9日と13日に無事に終了しました。約340人の方に接
種を終えることが出来ました。2回目は10月7日と11日になります。
国もワクチン接種を加速させ、日本経済を立て直すために来月から
ワクチン接種が2回完了している人、抗原検査又はPCR検査が陰性
の人は大人数での会食、大規模イベントへの参加などを緩和する実
証実験を開始するようです。一日でも早くWithコロナの生活にな
ってもらいたいと思います。

■プログラム　「新会員卓話」	 （プログラム委員会）
・熊田　智道	会員

　熊田商店の熊田智通でございます。
　新入会員卓話ということで頑張って発表したいと
思います。よろしくお願いいたします。
　今日は、この3項目でお話させていただきます。1
自己紹介。2日本酒について、日本酒の歴史をざっく

りと、そして日本酒の製造過程に
ついて。3熊田商店についてのお
話をさせていただきます。
　実家は札幌市北区にある株式
会社裕多加ショッピングという
会社をやっております。今年でち
ょうど創業120年なので、北海道
内では老舗といわれる会社だと
思います。創業当初は南富良野で
創業し、札幌に移転しました。実
は昭和58年に裕多加ショッピン
グになる前は、熊田商店という名
前でやっておりました。ですの
で、今回帯広に熊田商店を復活さ
せたような形になりました。
　父が柔道の道場の先生をして
おり、気が付いたころには柔道を
やっていました。高校3年間全道3
位、日体大柔道部に秘密兵器とし
て入部して、4年後めでたく、秘
密兵器のまま卒業しました。
　9年間のサラリーマン生活の中
で、自分で商売したいという思い
が強くなり、起業することになり
ました。
　ここから日本酒の歴史につい
て少し触れていきたいと思いま
す。人類最古の酒は蜂蜜から作ら
れたミード酒というお酒とされ
ています。お酒造りに使われるお
米は、コシヒカリやユメピリカな
どの食べるお米とは別に、酒造り
に向くように開発されている「酒
造好適米」というものです。山田
錦もその一種です。ただ、中には
食べるお米、飯米を使って造られ
るお酒もあります。
　これまで大きな日本酒ブーム

が2度ありました。
　長野県にある大信州酒造さん
というお蔵で、合計約1ケ月弱、酒
造りを手伝いながら勉強させて
いただきました。その時に記録し
た画像がありましたので、その画
像を使っています。
　お酒以外にも、食品や調味料、
ハーブティ、リサイクルガラスの
グラス、シャボン玉せっけんの商
品なども扱っており、イイモノ、
ホンモノを選んで販売しており
ます。お酒に限らず、生産者さん
の想いやストーリーがあります
ので、出来るだけお客様にお伝え
できるようにと思っております。
　オープン準備の時に、やっぱり
理念のようなものはあったほう
がいいと思い、これから長くやっ
ていくのに、本当に思えることだ
けにしようと思い、このような基
本方針と、三つの理念にしまし
た。
　店の前が駐車場になっている
ので、建物が少し引っ込んでい
て、初めて来られる方は通り過ぎ
てしまう方もいらっしゃいます
ので、ご来店の際は通り過ぎない
ようにしていただければと思い
ます。
　まだ1年もたたない生まれたて
の会社です。これからすこしずつ
進化していくと思いますので、そ
の姿を一緒に楽しんでいただけ
ればと思います。

・三井　　真	会員
　5月に入会させていただいた三井と申します。本日
は貴重なお時間を頂きありがとうございました。これ
からRC活動への抱負を申し上げ、皆さんとのお付き
合いを深めるきっかけにさせていただきたいと存じ
ます。

　実は私、この12月で還暦を迎えますが、最近、妙に気になる唄が1つ
ございます。団塊の世代の先輩方はご存知かと思いますが、ポール・
マッカートニーが最初にプロデュースしたメリー・ホプキンのデビ

ュー曲。少しお聴きください。
　元々はロシア民謡なので、若い
方もサビのメロディを耳にしたこ
とがあるかもしれません。作詞は
アメリカの名門、コロンビア大学
の建築学教授でもあったジーン・



　経済人のお作法がわからず、ご迷惑をおかけすることも多々あろ
うかと思いますが、何かやらかした時は容赦なくお叱りいただける
と幸いです。「誤りを素直に認めて即修正する」ことをモットーとし
ておりますので、どうか末永くご指導とお付き合いをくださいます
よう、お願いいたします。そんな願いをこめて最後にもう一度、お時
間までこの曲をおかけします。

■新会員紹介
阿部　勝利 君 紹介
推薦者：野村　文吾 会員
　株式会社イースタイルの阿部です。歴史と伝統あ
る帯広RCに入会させて頂き誠に有難うございます。
皆さま一人一人との結びつきを大切にし、絆を深め
て参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
　　　 　　
■委員会報告　　
・ニコニコ献金	 （親睦活動委員会）
野村　文吾 会員
　本日阿部勝利さんが入会されます。どうぞ宜しくお願い致します。
熊田　智道 会員
　本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
三井　　真 会員
　職域接種の第1回目が無事終了しました。
・誕生記念日祝（9月）
飛岡　　抗 会員　　山本　温仁 会員
・結婚記念日祝（9月）
栂安　雅満 会員　　南部　謙治 会員　　小水　基弘 会員
髙橋　常夫 会員
　お陰様で結婚39年目を迎えました。次は金婚式を目指します。
・ロータリー奉仕デー	 （社会奉仕委員会）
池田　雄一 委員長
　多くに皆様にご参加いただきありがとうございました。今後も帯
広RCとして奉仕活動を行う際はご協力お願いします。

■会務報告	 五十嵐聖二	幹事
①帯広RC、9月29日（水）の例会は、休会と致します。
②RI第2500地区 地区大会開催のご案内
　日　時　10月10日（日）10：20〜15：30（登録受付9：30）
　場　所　釧路市観光国際交流センターほか
　登録料　7,000円（ 入会3年未満会員研修会（10/9）に参加の場合は

別途2,000円）
③帯広北RC、9月末まで例会は休会と致します。
　帯広西RC、9月の例会は、Zoomにて開催致します。
　帯広東RC、9月末まで例会は休会と致します。
④帯広南RC、9月20日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広西RC、9月23日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。

■出席報告	 （出席委員会）
9/15例会の報告　会員総数90名　内免除会員4名
出席者数56名　内出席免除会員0名　うちZoom12名
出席率65.1%
8月ホーム月間出席率　58.3%　　
メークアップ（Zoom含む）含む月間平均出席率　65.5%

■9月のプログラム予定
9月22日（水） 広報委員会　佐藤　真康 会員

「ロータリーを科学する〜誰も言わなかった、ロータリアンであることのメリット」

ラスキン。恐れ多くも自分なりに
翻訳してみました。ざっとこんな
感じです。
　「学生時代に酒場のホールで夢
を語り合った日々。ずっと続くと
思っていた」というのが1番の歌
詞でございます。
　続いて2番では「社会に出てか
ら仕事に追われ、お互い、あの頃
の煌めきを見失った。」という切
ないおハナシ。
　切なさに輪をかけるのが3番で

「酒場の前に立った今宵、窓ガラ
スに映った寂しい女性。これが今
の自分かとギョッとした」という
展開になります。
　僕がこの唄に出会ったのがリ
リースから5、6年経った頃。まだ
中学生で、確か「学生街の喫茶店」
という唄が流行った翌年だった
と記憶しています。当時、この曲
の印象はガロと一緒で「学生時代
はよかった。懐かしいけど、もう
戻れない」。センチメンタルとい
うか、ある意味「後ろ向き」な唄だ
なぁ、と記憶しています。何故か

「悲しき天使」という日本語の題
名がついていましたし、実はそん
なに好きでもなかったんです。
　でも、役所に入った後、不意に
このメロディが浮かんでくるこ
とが何度かあって、たいていは出
張帰り、夜汽車の窓に映った自分
を見た時でした。「俺、老けたな」
って苦笑いしながら。ふと我に返
ると、列車が揺れる音だけが、ど
こまでも響いていました。
　ところが最近、この唄に4番が
あることを「発見」したんです。

「酒場の扉を開けたら、懐かしい
声がして、名前を呼ばれたの。私
たち歳をとっても相変わらずお
馬鹿さんね。未だにあの頃と同じ
夢をもっているんだもの」

　恐縮ですが英文法の話をさせていただきます。この“the dreams 
are still the same”という文に、この唄で唯一の「現在形」be動詞、

“are”が使われていまして、この単語によって共通のサビの部分
“Those were the days my friend”以下のフレーズが、この4番だけ
は「これから先も諦めない」という意味に変わったと、僕は理解して
います。
　先月、これと同じような瞬間を経験しました。会議所百周年の記念
座談会で岩野元会頭が鉄道高架のお話をされた時です。南北の分断
を解消しマチを南や西に伸ばしていく。お役所に冷たくされながら
粘り強く取り組んだ経過をお聞きしていると、胸が熱くなりました。
　この想いは引き継がなければいけないと痛感したのです。では具
体的にどう行動するか。会議所の仕事に生かすのは当然ですが、そ
れでもいつか引退する時がきます。思い当たったのが社会奉仕。ど
のようなステップを経ても、人が最終的に目指すのは、自分を育て
てくれた社会への恩返しだという考えに至りました。
　だから、僕はビジネスの「その先」にある価値とそれを目指す仲間
を求めて、ロータリーに参画します。ご一緒に笑い、汗を流しながら
帯広・十勝を舞台に何かを刻み、「あの時はね」という枕詞に続けて、
皆さんといつでも、いくつになっても語り合う。そんな活動をした
いと願っております。
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。


