２０１９年 7 月号
TOMAKOMAI EAST ROTARY CLUB
苫 小 牧 東 ロ ー タ リ ー クラブ
例会日 木曜日 12:30 第２例会 18：00

2019～2020 年度 RI テーマ

例会場:グランドホテルニュー王子 TEL 31-3111
「苫小牧東ロータリークラブ会長方針」

ホームページ：http://toma-east-rc.jp/

[楽しいクラブをつくり、仲間を増やそう]

●会長 佐藤 聰●会長エレクト 青山 晴美
●幹事 平田 幸彦●副幹事・会計 斉藤 英明
会報雑誌委員会（2019－2020）長岡・内海・吉田・横山・西條

第一例会 7月4日 （木）会長・幹事・役員挨拶：「会長・会長エレクト・幹事・副幹事」
第二例会 7月15日（月）移動例会：頗美宇農園ハスカップ刈り「会員・家族参加」（例会日・11日から変更）
第三例会 7月18日（木）ガバナー公式訪問：「第2510地区福田武男ガバナー・12グループ橘 勇治ガバナー補佐」
第四例会 7月25日（木）会員卓話：プログラム委員会「一年のスケジュールについて会員卓話を決める」
７月例会記録
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 君が代 奉仕の理想 バースディソング
幹事報告 幹事 平田幸彦
委員会報告 出席・親睦・その他 （親睦より第2例会厚真町ハスカップ狩りについて説明があった・7月7日バトミントン大会の
会員参加の呼びかけがあった）
誕生日 青山会員・小林会員・平田会員
（※東ＲＣ及び関係各位については敬称を略させて頂きます）
会長挨拶
理事会報告事項及び今年度一年を通しての抱負が述べられました。詳しくは就任挨拶で一年間皆様のご協力宜しくお願いします
ゲスト 第 12 グループガバナー補佐 橘 勇治様 苫小牧ＲＣ 橋本 洋一様
新入会員紹介 苫東コールセンター（株）社長 高橋 多華夫会員
※例会斉唱 第１例会 奉仕の理想・第２例会 我らの生業・第３例会 手に手つないで・第４例会 それでこそロータリー
（第１例会 君が代斉唱 第３例会 四つのテスト斉唱）

第１例会（2019.7.4 通算１２７１回） 会長・幹事・役員挨拶
佐藤聰会長：昭和 40 年 8 月生まれのおとめ座、血液型は B 型です。私は、子供の頃から旅館の息子で、札幌の北海道工業大学を
卒業してから、7 年間札幌の広告会社に勤めていました。その後、苫小牧に戻りホテル杉田を建て直しました。もう、23 年程経
過します。８年前になりますが母親の葬儀があり、また、3 年前の父親の葬儀の際は、クラブの皆様には、大変助けて頂き本当
にありがとうございました。会長になっても、決しておごらず、あの時の、クラブの皆様に感謝した気持ちを忘れずに取り組ん
でゆきたいと思います。さて入会は 2011 年度で 8 年生になります。2013 年度に広報とプログラム・2014 年に副幹事・2015 年度
に幹事を経験させて頂きました。2019～2020 年度苫小牧東 RC 会長方針としてテーマを「楽しいクラブにして、仲間を増やそう」
です。１,会員増強なくして、クラブの繁栄はありません。２,楽しい魅力あるクラブにしましょう。３.個人に無理がかからない
クラブにしましょう。最後に会員皆様へ一年間ご協力お願いします。順に会長エレクト・青山晴美、幹事・平田幸彦、副幹事・
斉藤英明より一年間の抱負と挨拶があった。

●佐藤聰会長

●青山晴美エレクト ●平田幸彦幹事

●斉藤英明副幹事・会計

7 月 20 日生、青山会員（昭和？年 7 月 20 日）
7 月 11 日生、小林会員（昭和 16 年 7 月 11 日）
7 月 3 日生、平田会員（昭和 28 年 7 月 3 日）
7 月に誕生日を迎えられました 3 名の会員の皆様心よりお
祝い申し上げます。(東 RC 会員一同)

苫小牧市長表敬訪問 橘勇治ガバナー補佐をはじめ3クラブにて
令和元年7月4日（木）苫小牧市役所5階会議室 苫小牧ＲＣ・苫小牧北ＲＣ・苫小牧東ＲＣ退所後、苫小牧民報社訪問・北海道聞
聞社へ挨拶と活動計画書について説明に訪問。

●第2510地区第12グループ橘ガバナー補佐をはじめ苫小牧Ｒ
Ｃ西川会長・苫小牧北ＲＣ友廣会長・苫小牧東ＲＣ佐藤聰会
長・各クラブ幹事が岩倉博文市長のもとへ就任挨拶と今年度
活動計画書を渡し抱負を含め挨拶と表敬訪問を行いました。
左より中原幹事・平田幹事・佐藤聰会長・西川会長・岩倉市
長・橘ガバナー補佐・友廣会長・菅野幹事です。

●北海道新聞社苫小牧支社への訪問挨拶↓
●石川郁苫小牧支社長と各クラブ会長・幹事。同じく今年度
の活動計画書及び抱負を含め挨拶をした。
(東RC佐藤聰会長・平田幹事・北RC友廣会長・菅野幹事・苫
小牧RC西川会長・中原幹事）

苫小牧東ロータリークラブ杯 第36回苫小牧地区小学生バドミントン大会
令和元年 7月7日（日） 苫小牧市総合体育館
大会名誉会長 橋 浪蔵、大会長 遠藤 連 大会委員長 松尾 必勝 他大会委員14名（略）
総務部長 青山 晴美 競技審判部長 松田彩子 審判 北海道苫小牧工業高校バドミントン部員 他多くの皆様のご協力を頂
き参加選手138名・応援の皆様を含め450名を超える大会になり大いに盛り上がりました。当日ご出席頂きました会員及び関係者
の皆様心より御礼申し上げます。

開式にあたり挨拶する佐藤聰会長（大会長 遠藤 連様 他東ＲＣメンバー・平田幹事・青山エレクト・児玉会員・長岡会員）

第２例会（2019.7.15 通算１２７２回）移動例会 厚真町ハスカップ狩り 頗美宇農園
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 我らの生業
移動例会
7月15日（月）当日は親睦委員会の本年度最初の担当例会です。会員家族を交え「楽しいひととき」をと考え当クラブ木本会員の
全面的協力頂き木本会員が運営する頗美宇農園での移動例会です。毎年会員親睦の為にご尽力頂き木本会員には心より感謝と御
礼を申し上げます。（参加者17名・会員15名・家族2名）
※頗美宇農園 北海道勇払郡厚真町字高丘４５５ 電話0145―27－3331 （有）木本建設内

写真クマ？違いました。当日は熊が出なくて良かったですね？

第３例会（2019.7.18 通算１２７３回）ガバナー公式訪問
会長・幹事懇談会10：00～1100 （場所 グランドニュー王子２F）
福田ガバナー・橘ガバナー補佐を迎え佐藤聰会長より苫小牧東RCの活動してきた内容を含め今後の活動について報告し福田ガバ
ナーからは特にクリスマスドロップについて興味をもたれ具体的な内容を聞かれ佐藤会長より映像をお見せしながら詳しく説明
した。
参加者（福田武男ガバナー・橘勇治ガバナー補佐・佐藤聰会長・平田幹事・青山エレクト・斉藤副幹事・長岡会報広報担当・水
野ＳＡＡ）

(会長・幹事懇談会で福田ガバナーと橘ガバナー補佐に活動内容を説明)

第1回クラブ協議会
開会 平田幹事より
１， 佐藤会長挨拶
２， 福田ガバナー挨拶
各委員会より活動計画の報告
1,会員増強維持委員会委員長 藤森善子 2,クラブ広報委員会委員長 長岡英幸 3,クラブ管理委員会委員長 青山晴美
4,クラブ奉仕委員長 鈴木浩之 5,ロータリー財団委員長 佐藤正 順に活動報告があった。
6,福田ガバナーに質疑 佐藤正よりロータリー財団の寄付の質問 水元修治よりメイキャップ及び衛生クラブ推奨について質問
7,福田ガバナー総評
閉会 平田幹事より
12：30分 通常例会

福田ガバナーより卓話

点 鐘 会長 佐藤聰 ガバナー懇親会ではお疲れ様でした。卓話よろしくお願いします。
斉 唱 手に手つないで（四つのテスト）
幹事報告 平田幸彦より 元会員・脇さんよりお礼のハガキ・苫小牧バドミントン協会より御礼・白老より会報と例会変更の知
らせ。全道ろうあ者夏季体育大会御礼・RI事務局財団より5月末地区寄付の報告
委員会報告 出席・親睦・その他 （親睦より福田ガバナー・橘ガバナー補佐よりニコニコの報告・7月7日のバドミントン大会
が無事開催された報告・前幹事 鈴木会員より活動報告書を今月末までに鈴木まで報告書をメールでお願いします。）
会長挨拶 佐藤聰 10月４～５日千歳で地区大会が開催される多数の出席お願いします。7月7日のバドミントン大会報告・鈴木幸
忠会員の復帰出席大変嬉しく思います。
橘勇治ガバナー補佐挨拶 7月は、2度目の訪問です。下期にもう一度訪問させて頂きますのでよろしくお願いします。
福田武男ガバナー卓話
苫小牧東ロータリークラブの活動には興味を持っていた。クリスマスドロップとはどんな事をしているのか？０５３運動とはど
のような活動なのか気になっていましたが懇談会で聞くことが出来た。
ガバナーは以下の事が重要と卓話された。
● 各クラブにおいて会員増強は重点目標、10万人入って10万人退会では駄目、例会を含め楽しさを伝えることが必要です。
● 衛星クラブは会員を獲得するには現会員のご子息が入りやすい環境が必要。衛星クラブを強く推奨しています。
● ロータリークラブが出来て100年が立つ大事な事は何か今一度考える時（奉仕･親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ）
● リーダーシップについて「リーダーとはリーダーシップを取れる人を育てることが大事。
上記内容を含め基本理念の見直しついてガバナーの考えを卓話でお話された。

福田武男ガバナー

ガバナーとの記念写真

第 4 例会（2019.7.25 通算１２７４回）会員卓話 プログラム委員会 長岡会員
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 それでこそロータリー
会長挨拶 今日はプログラム委員会の例会です。皆さんご協力よろしくお願いします。
ゲスト

苫小牧ロータリークラブ 橋本洋一様

幹事報告 平田幹事より 第2510地区第12グループ橘ガバナー補佐より12グループ4クラブ親睦ゴルフ大会のご案内・苫小牧市男
女平等参画国際交流より令和元年度北方四島交流受け入れ事業における協力依頼があります。

例会 プログラム委員会 「一年のスケジュールについて会員卓話を決める」
活動計画に書かせて頂きましたが今年度例会において会員卓話のお願いをしたいと思います。自薦他薦は問いませんが是非「何
かを伝えたい？これは得な話です等々の話をお持ちの方がおられましたらお願いします。
●

１，自薦推薦による選抜・２プログラム委員長に一任する・３ジャンケンという話になりましたが３のジャンケンにより一
年間の会員卓話を決めました。不平不満は多々御座いましょうがご海容頂きますようお願い致します。皆様ご協力をいただ
きスムーズに決まりましたこと心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

2019～2020年度東RC例会プログラム会員卓話予定者決定
7月4日会長他役員・25日プログラム担当・8月1日会員増強維持委員会 藤森
会員・22日会員卓話 水元会員・9月12日会員卓話 高橋会員・10月会員卓
話 西條会員・17日会員卓話 菅野会員・11月7日会員増強維持委員会2回目
・21日会員卓話 佐藤正会員・12月19日会員卓話 菅野会員（移動例会）・
26日会員卓話 平田会員・1月23日会員卓話 奥野会員・2月6日会員増強維
持委員会3回目・27日会員卓話 水野会員・3月5日会員卓話 横山会員・4月
2日会員卓話 佐藤聰会員・5月21日会員卓話 児玉会員・28日会員増強維持委員会4回目・6月25日会員卓話（一年を振り返って
）会長・幹事に会員卓話が決定しました。よろしくお願いします。

※9月以降の例会日程について理事会の承認を頂いておりません。日程及び時間等の変更があるかも知れませんのでご了承お願い
致します。またゲスト卓話を含め会員皆様が何か卓話で話されたい事がありましたらお知らせ下さい。

7月ニコニコ
理事・役員就任 佐藤聰会長他10名 33,000円
ガバナー公式訪問 ガバナー・ガバナー補佐 8,000円
ニコニコBOX 5,256円 米山BOX 4,871円
財団BOX 4,617円

合計金額 41,000円

７月4日

７月15日

７月18日

７月25日

出席数

19名

15名

21名

17名

出席率

76%

60%

80,95%

68%

7月の誕生・創業祝い
7月の誕生祝

7月の創業祝い

青山 晴美

7．20

水元 修治

S52． 7．15

小林 忠男

S16． 7．11

吉田 正範

S45． 7．21

平田 幸彦

S28． 7． 3

高橋 多華雄

R1・7・１

8月例会プログラム予定
第１例会(１日) 会員卓話 12：30～ 会員増強維持委員会 委員長 藤森善子会員
第２例会(８日) 夜間例会 18：00～ 親睦委員会 納涼ビール祭り 場所：グランドニュー王子
第３例会(15日)

休 会

（定款第8条第1節により）

第４例会(22日) 会員卓話 12：30～ 衛星クラブについて 水元修治会員
第５例会(29日) ゲスト卓話12：30～ 聴力障害者協会会長 酒井幹雄様

編集後記

2019-2020 年度、会報雑誌担当の長岡です。今期より会報の内容に割愛部分が多く有るかも知れません。会
員誰もが簡単に引き継ぎ出来るよう進めさせて頂きたいと考えており会員皆様にはご理解とご協力の程よ
ろしくお願い致します。
また１年間を通して会報委員会は頑張っていきたいと思います。読みづらいこと誤字脱字があると思いま
すが何卒ご海容頂きご指導、ご協力を頂ければ幸いです。
※句読点は略させて頂きます。

事務局 苫小牧市表町1丁目4-5 日商連ビル5階
月～木曜日の10:00～16:00 Tel 0144-35-3344 Fax 0144-33-7744
e-mail：east_toma2510 @ song.ocn.ne.jp
事務局 松岡かおり

