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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 8月1日 （木）会員卓話・会員増強維持委員会 藤森会員
第二例会 8月8日 （木）夜間例会 親睦委員会 「納涼ビール祭り」
第三例会 8月15日（木）休 会 （定款第8条第1節）
第四例会 8月22日（木）会員卓話 水元会員 「衛星クラブについて」
第五例会 8月29日（木）ゲスト卓話 「ろうあ者の生活について」聴覚障害者協会会長 酒井幹雄様
8月例会記録
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 我らの生業
幹事報告 平田幸彦より 龍ケ崎中央RCより週報が届いている。ロータリーの友委員会より手引書が届いている。
委員会報告 出席・親睦委員会より来週の例会会場はグランドニュー王子１６Fの案内・その他
誕生日 木村会員 佐藤聰会員 佐藤史典会員（８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
皆さんこんにちは。暑いですね。7 月に苫小牧で 30.6 度を記録したのは、観測史上初めだそうです。本日の例会は、会員増強フ
ォーラムです。フォーラムとは議論するという意味ですが、まず会員の皆様に会員増強の必要性を理解してもらい東ＲＣの良い
ところをディスカッションしてもらおうと思います。そして、その内容をもとにした苫小牧東ＲＣ独自の入会案内（Ａ4 紙 1 枚
に、東ＲＣの楽しさが伝わる案内）を、作ろうと思います。そして入会勧誘資料一式を準備します。
構成ですが最初の 10 分は会員増強セミナーで武部パストガバナーが講演した内容を私が紹介します。次の 10 分で各テーブル毎
に苫小牧東ＲＣの良いところをディスカッションして箇条書きにしてもらいます。最後の 10 分は、集計して藤森増強委員長が発
表します。こんな内容で 30 分考えていいます。よろしくお願いします。
ゲスト
※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（2019.8.1 通算１２７５回） 会員増強維持委員会 藤森善子会員・佐藤聰会長
担当：直前会長：藤森善子より会員増強について年4回 佐藤聰会長の方針で行い入会を促す時にクラブの良いところが案内出来
るよう今日は例会で東RCの素晴らしいところを今一度皆様に考えて知って頂きたいと思います。各テーブルに分かれ皆様でお話
をして下さい。内容については皆さんが話あった内容を私より発表させていただきます。また話し合った内容は今後の会員増強
勧誘の資料にしたいと思います。

（会長より挨拶の後 各テーブルに分かれ東RCの良いところを話あった）

直前会長･藤森より良いところを発表

第２例会（2019.8.8 通算１２７６回）夜間例会 納涼ビール祭り 親睦委員会 佐藤靖浩会員
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 我らの生業
幹事報告 平田幸彦より 西條会員紹介で（株）ミナミ工業代表取締役 南沢雄二さんがオブザーバーで参加しています。
各委員会報告は第 4 例会で発表します。
会長挨拶 皆さんこんにちは。今日は、納涼ビール例会ということで、ネーミングにぴったりの気候ですね。楽しい例会となる
よう今日の為に、親睦委員会の皆さんが準備して下さいました。ありがとうございます。日韓関係が難しい状況になっています。
アイスホッケーの話しですが大学交流戦には出場しないのですが韓国の延世大学が毎年行っている苫小牧遠征を取りやめました。
やはり、この状況では、日本には行けないとういう判断です。そんな中、9 月 28 日に仙台市で行われる、日韓親善会議から委員
長名でお願いの文書が届いています。
また本日の例会に西條会員の紹介でお客様がいらしています。㈱ミナミ工業 代表取締役 南沢雄二様 内装工事をされていま
す。簡単でいいので自己紹介をお願いします。皆様よろしくお願いします。
以上、会長挨拶とさせて頂きます。
ゲスト (株)ミナミ工業 代表取締役 南沢 雄二様
担当：親睦委員会 佐藤靖浩

年に一度のビール例会 久々に多くの会員参加があり楽しいひとときを過ごしました。ゲストでお越しいただきました南沢さん
楽しんでくれましたか？もう会員みんなから祝福を受けて何と言いましょうか？ひとことであらわすと「入会おめでとう」です
ね？早めのおこしを手ぐすね引いてお待ちしております。さてビール例会は２５名の参加で大いに盛り上がり後半は連勝複式に
よる恒例の競馬ゲーム。馬券を買って頂き見事的中した方々には多くのニコニコを頂戴しているはずです。まだニコニコしてい
ない人はお早めに納め頂きますよう伏してお願い申し上げます。ありがとうございました。

第３例会（2019.8.15） 「定款第 8 条第 1 節により」 休

会

第 4 例会（2019.8.22 通算１２７７） 会員卓話 「衛星クラブについて」 水元修治会員
点 鐘 会長 佐藤聰
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 10月5日地区大会請求書の件･白老RC及び苫小牧RC例会変更の件･長沼RCよりお礼状が届いています。
双栄興業より消費税率改正に伴う事務所貸料等の変更の知らせ･第３６回苫小牧市小中学生社会科自由研究作品の授賞についての
お願いが届いています。
米山委員会より米山功労者としてバッチと楯が届いています。
水元会員に功労者として渡されたバッチは何と4回目ともなる
と？（サファイヤが4個も輝いていました。）

同じく米山功労者として藤森善子会員と佐藤聰会長もバッチが
渡された。（まだサファイヤは？）

会長挨拶 2週間ぶりの例会なので気を引き締めていきます。地区財団にクリスマスドロップ作戦の申請をして補助金が決定しま
した。西條会員の紹介でオブザーバーとして参加した南沢さんが入会意向の連絡を頂き入会申込書を届けます。

会員卓話 「衛星クラブについて」水元修治会員
今月は会員増強月刊ということもあり会員増強の手段として私の知っている範囲で衛星クラブについて話します。本年4月地区
大会で嵯峨DPGの講演で衛星クラブの事を知りました。衛星クラブとは2013年RI規定審議会で新ロータリークラブ結成に必要な会
員数に満たない場合オプションとして導入した制度。ロータリ
－クラブがスポンサーになり8人以上の会員で結成出来る。期
間の制限は無く例会は月に2回･クラブの長は「議長」と称する
。RIからの認証状は出ないがクラブ内にクラブがあるみたいな
ものです。またスポンサークラブの会員にはなるのでスポンサ
ークラブの会員は衛星クラブでメークアップができる。会費は
適宣（４～6万）RIの人頭分担金は支払う。会員数が20名以上
となった時は独立してRIに加盟申請ができる。

クラブ入会数が現実に減っているクラブには良い制度ですと説明。日本に
おける「衛星クラブ」の現況について説明し日本の最初の衛星クラブは
2014年6月に東京多摩せいせきロータリー衛星クラブで日本には現在十数
クラブが存在し北海道にも2つある。札幌幌南ライラックロータリー衛星
クラブ･岩見沢ネクストロータリー衛星クラブが存在する。ちなみに私たち
が作ればハスカップ衛星クラブとかは良いのでは？最後に新入会員勧誘法
をまとめた話をしてくれました。（91歳ロータリアンの会員増強力･横浜中
RC 杉島和三郎氏の特集参照）１･奉仕活動に理解のある人２･昼の例会
に出席できる人３･年間にかかる費用の説明４･海外を含めたクラブ例会に
出席出来る事５･同業者や多くのロータリアンと知り合いになれる。ビジ
ネスチャンスが生まれる６･勧誘のリーフレットを作成して持ち歩く７･数打ちゃ当たるではないと言う事を理解しターゲット
を絞る大切さを話してくれた。

第5例会（2019.8.29通算１２７８回）会員卓話 ゲスト卓話 聴覚障害者協会会長 酒井 幹雄様
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 それでこそロータリー
会長挨拶 昨日から第20回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会がスタートしました。第1回は6チームから始まって現在27チー
ムの参加ようやくこの大会も定着しました。決勝戦は9月1日になります無料なので皆さん応援よろしくお願いします。オブザー
バーで参加した南さんに入会申込書を届けてサインを頂きました。
ゲスト 苫小牧ロータリークラブ橋本洋一様･苫小牧聴覚障害者協会会長 酒井幹雄様･苫小牧手話サークル事務局 佐藤様
幹事報告 平田幹事より RI日本事務局財団ニュース9月号･米山梅吉記念館より館報称号と賛助会入会のお願いが届いています
来週は移動例会です。間違いないようお願いします。理事は12；00までお集まり下さい。親睦委員会より来月21日パークゴルフ
大会をアルテンで行います。会員家族の参加お願いします。米山功労者として佐藤正会員にバッチが届いています。
米山功労者としてバッチを受け取る佐藤正会員
もうすぐサファイヤがきっと？？？

↓苫小牧市手話サークル「ひまわり」の佐藤さんを介して
ろうあ者の普段の生活を通して困った事や健常者にお願い
したいことを話される酒井さん。

ゲスト卓話 苫小牧聴覚障害者協会会長 酒井 幹雄様「ろうあ
者の生活について」
通訳：苫小牧手話サークルひまわり事務局 佐藤様
酒井会長：私は釧路に近い標津町で生まれ皆さんも知っていると
思いますが田舎です。生まれてから私は3歳までは耳が聞こえて
いました。しかし3歳の時に高熱を出しそれが原因で耳が聞こえ
なくなり小学校1年生から釧路の聾学校で生活していました。中
学3年生まで釧路の聾学校に通っていて高校は銭函にある北海道
高等聾学校に3年間通っておりました。卒業後は神奈川のいすゞ

自動車に入社し5年間勤務し北海道にもいすゞ自動車があ
るとのことで転勤しました。今仕事は35年目になります。
会社の中では健常者とのコミュニケーションは大変です。
会社の中でも「ろうあ者」がわかるように手話を使いなが
らやっております。私の家庭は妻と子どもが2人長女は大
学4年生･次女は専門学校で今は大変です。家族の中のコミ
ュニケーションは特に問題ありません。去年の胆振の震災
がありましたよね？私の近所にも聾の方がおりまして地震
が起きた時にどうやって連絡をとるか？今はスマホもありますしラインで連絡をとってます。昔はラインとか無く電話だったの
で大変でした。少し前に家の近くで火事がありました。うちの妻は耳が聞こえるので妻から火事があった事を知

らせもらいますが消防車が来てもサイレンの音が聞こえなので互いに･ろうあ者仲間で助けあって連絡を取り合い情報を得ていま
す。毎日の生活も苦しいとは思ってはいません。ろうあ者運動について話したいと思います。苫小牧の会員は大体50名ぐらいい
ます。若い人も一所懸命活動してくれています。手話の会「ひまわりの会」で勉強し情報を得ています。情報がないと暗くなり
ます。苫小牧でろうあ者のスポーツ大会が行われみんなで盛り上げました。ろうあ者は普通の人と変わらない手話をしていて耳
が聞こえないことがわかります。まだ差別も少しあります。困った事はありますし「誰か助けてくれないかなぁ？」と思うとき
があります。積極的にろうあ者は話しかけますのでもし困ってるんだと思ったら紙にかいて「どうしたんですか？」と手助けし
て下さい。手話健康条例がスタートしまして･ろうあ者から手話を教えてくれる人が少ないので夜に手話を教えてもらえます。
手話を覚えてほしい。今は高齢化社会になって来ています手話はボケ防止にもなりますので手を使うことは脳にも良いと聞いて
おります。是非手話は楽しいので皆さんも覚えて下さい。若い人は発声が上手ですが歳をとると声が出せなくなります。私は58
歳になります。あと2年で定年です定年後は
苫小牧市の皆さんと手話を教える活動をし
たいと思っています。
私は若い頃サッカーをしていて20から35歳ま
でやっていまして23歳の時に世界ろうあ者大
会がありアメリカに行きました。アジアで
は韓国･オーストラリアにも行きました。世
界でも手話がありますが少し言葉と同じよ
うに違いがあります。しかし身振り手振り
で何とか通じ合えます。今は友達とゴルフに行ったりみんな元気にスポーツを楽しんでいます。もし皆さんに時間がありました
ら手話の会「ひまわりが」がありますので是非参加してみて下さい。本日はありがとうございました。

８月ニコニコ
8/1 2件 4,000円 親睦BOX 5,030円 新会員ﾆｺﾆｺ 1名 1,000円
8/8 ｹﾞｰﾑﾆｺﾆｺ 23,200円
8/22 1件 2,000円 新会員ﾆｺﾆｺ 1名 1,000円

合計金額 36,230円

８月１日

８月８日

８月２２日

８月２９日

出席数

19名

21名

21名

19名

出席率

76%

84%

84%

76%

8月の誕生・創業祝い
８月の誕生祝

８月の創業祝い

木村 京子

8月10日

佐藤 靖浩

S23、8、１

佐藤 聰

S408月30日

松原 實

S48、8，23

佐藤 史典

S488月8日

９月例会プログラム予定
第１例会(5日)

移動例会 12：30～ 苫小牧美術博物館（第一洋食100年の歴史）

第２例会(12日) 夜間例会 18：00～ 会員卓話 新入会員卓話 高橋多華夫会員
第３例会(19日) 会員卓話 12：30～ 会員卓話 佐藤聰会長･長岡英幸会員
第４例会(26日) ゲスト卓話12：30～ 北海道新聞社 苫小牧支社長 石川 郁様
※

9月21日（土）パークゴルフ大会 アルテン 自由参加 集合13時30分（丸彦渡辺建設駐車場）

編集後記 土用が頭につく言葉は少なくない。食べ物だとまずウナギが思い浮かぶが「土用卵」「土用蜆（しじみ）
などもある。暑さにまいる夏の時期 栄養のあるものを口にして体力をつけようと言う発想である。天候についての言
葉もある「土用凪」風の無い猛暑のこと･「土用あい」夏の暑い時期に涼しい風が吹いてくる言葉である。しかし土用波
となると警戒が必要。夏の土用の時期に起きやすい波の事をそう言うらしい。大きな台風も北海道には思ったほど被害
がなく安心したがまだまだ油断はできない。夏ばてで栄養あるものをと思うが食べ過ぎて後から体に被害がでないよう
気を付けたいもの。今年ウナギを食した人そうでない人も季節の変わり目食べ過ぎ飲み過ぎには厳重注意。
会報雑誌委員会 長岡

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

