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●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 9月5日 （木）移動例会・苫小牧美術博物館（第一洋食と100年の苫小牧）
第二例会 9月12日（木）夜間例会 会員卓話 高橋多華夫会員
第三例会 9月19日（木）会員卓話 会員卓話 佐藤聰会長・長岡英幸会員
第四例会 9月26日（木）ゲスト 卓話 北海新聞社 苫小牧支社支社長 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）
9月例会記録
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 奉仕の理想･君が代斉唱
幹事報告 幹事 平田幸彦より苫小牧民報広告掲載の件･36回苫小牧小中学校社会科自由研究作品授章の件･
委員会報告 出席・親睦・その他
誕生日 小幡直樹会員･鈴木浩之会員・松原實会員・西條利江会員・佐藤靖浩会員
（※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 皆さんこんにちは今日は「第一洋食の 100 年の歩み」を苫小牧美術館で鑑賞する移動例会です。楽しみにしていまし
たし展示品を見るときっと時間が足りなくなると思いますので挨拶は短く締めます。
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（2019.9.5 通算１２７９回） 移動例会 苫小牧美術博物館（第一洋食の 100 年と苫小牧）

苫小牧美術館で第一洋食の 100 年と苫小牧の歴史について展示品を

見ながら説明を聞いた。第一洋食は苫小牧駅前中心街
にあり 1919 年（大正 8 年）開業した老舗洋食店。歴史
を紐解くと王子製紙（株）苫小牧工場創業をはじめと
する苫小牧の近代化と歩みを共にしてきた。初代店主山下十治郎は横浜グランドホテルでフランス料理を修業後･北海道に渡り
1911 年（明治 44 年）9 月 12 日皇太子の行啓に同行･王子製紙（株）苫小牧工場の迎賓館の王子倶楽部で勤務。その後大正 8 年第
一洋食開業現在に至る。十治郎が伝えたレシピは今現在にそのまま伝わっている。2 代目山下正は洋食店だけにはとどまらず文
化サロンとして多くの文化人や芸術家とも交流した。2019 年には創業 100 年という節目を迎え 3 代目山下明氏に協力を仰ぎなが
ら今回の特別展が開かれ展覧会では同店が担ってきた苫小牧の文化措置としてのあり様を検証して近代苫小牧の町と人そしてそ
こに生まれた文化が紹介されていた。
9 月誕生祝いを迎えられた 5 名の会員です。おめでとう
御座います。
小幡直樹会員
鈴木浩之会員
高橋多華夫会員

※（久しぶりに松原実会員が出席です。

松原会員も欠席のため誕生日写真別になりました。）

佐藤靖浩会員
西條利江会員（何故か？西條会員だけが写真
に入って無かったので 2 ショット写真で）※左
の男性は関係ありません

第 20 回大学アイスホッケー交流戦苫小牧
大会 27 チームの参加。決勝戦は 9 月 1 日に行われ優勝は中央大学･準優勝法政大学でした。メンバーの皆様応援ありがとうござ
いました。

第２例会（2019･9･12 通算１２８０回） 夜間例会 会員卓話 新入会員 高橋多華夫会員
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 我らの生業

幹事報告 平田幸彦より国際ロータリー2510 地区第 12 グループ親睦ゴルフコンペの組み合わせが届いています。大学アイスホッ
ケー交流戦苫小牧大会協賛の御礼が届いています。よねやま親善大使招へいに関する文章が届いています。
ゲスト紹介 横浜 HM２１クラブ 岩堀 勝様
会長挨拶 皆さんこんばんは先ずは嬉しいお知らせです。前回よりご紹介していた新入会員南澤さんが本日をもって入会が認め
られました。来週からかもしくはパークゴルフ大会から参加していただきたいと思います。あたたかく仲間に迎えたいと思って
おります。大学アイスホッケー大会も無事に終わり苫小牧東ロータリークラブ青少年事業である事が会場内にアナウンスされ少
なくとも会場のお客様には伝わった事だと思います。１６日は４クラブ対抗戦ですが場所ドリームで７時 40 分ですので遅れない
ようお願いします。そして優勝を目指して頑張りましょう。
会員卓話 新入会員 高橋多華夫会員
新入会員卓話という事でプログラムの貴重な時間をいただきありがとう御座います。この 6 月末から前職の北海道電力を卒業し
浜厚真にあります苫東コールセンターで社長をやっております。北海道電力の苫東厚真発電所へ燃料の石炭を荷揚運搬する会社
になります。コールセンターと言う事で電話の受付と思われる事が大半で説明するのに大変でした。現在は単身赴任でマンショ
ンに住んでおり留守宅の札幌には奥さんが一人います。子ども達はそれぞれ独立し東京と札幌におります。私は昭和 31 年に札幌
で生まれ親が樺太の引き上げだったもので親兄弟
10 名ほどが寝る場所もないような中で育ちました。
病気自慢ではないですが大病を 2 度経験。一度目
は 4 歳の時。病床時代は山の手養護学校で小学 3
年までいました。当時たくさんのスポーツ選手や
芸能人が慰問に来ていただいて幼心に入院生活中
で楽しみだった。また当時は養護学校と聞くと間
違った解釈があり偏見もあった事話を含め話して
くれた。2 回目は平成 3 年に生死をさまようこと
になった事。当時は北電の広報課にいたお陰で夜
のお付き合いも激しく遊び惚けて風邪をこじらせ
免疫力が無い赤ちゃんがかかる病気にもかかった話をしてくれました。経歴については小学 4 年生で退院し月寒東小へ編入。羊
ヶ丘中学校に入学しバスケットに出逢い夢中になる。高校は札幌西高。大学は高校時代にバスケットのみで勉学はみるみる下が
り当然現役で行ける事もなく浪人して創価大学経営学部へ。実際はバスケット学部と言った方が適切な 4 年の大学生活でしたと
のこと。バスケットを通して北電との出会いの話をいただき北電勤務時代の様々な思いで話を教えてくれました。北電時代苫小
牧では当時の支店長から北電社長になった近藤さんの資
料のまとめ役をしていいた経緯からいまだに苫小牧では
太いパイプをもっています。平成 14 年札幌にて営業部筆
頭課長。平成 16 年東京にて法人担当営業部長。平成 18 年
に札幌支店営業部長。平成 20 年には総務部長。平成 22 年
に東京支社長を務めました。当時は民主党政権時代でい
ろいろ苦労がありました。東日本大震災では泊原子力発
電所が停止。料金値上げをしなければならない経営状態
となり当時の社長から営業部長として陣頭指揮を執るよ
う命じられ精神的に辛い時期を過ごしました。2 度目の料
金値上げの翌年に札幌支店長となり新電力との競争。平成 29 年に常務また販売本部長を務めました。当時は値上げによる顧客離
脱があり会長や社長からは叱咤激励の雨嵐。平成 30 年の秋頃から販売の頑張りが徐々に実を結び成果が見えてきました。今年 6

月に苫東コールセンター社長。そして苫小牧東ロータリークラブにお世話になることになった顛末です。以前弟子屈営業所長時
代には弟子屈ロータリークラブ。札幌支店長時代には札幌東ロータリークラブに入会。その経験から苫小牧東ロータリークラブ
の会員数はちょうどよい会員数であると勝手ながら感じています。今後共よろしくお願い致します。
【電力豆知識】
静岡の藤川と新潟の糸魚川を挟んで西が 60 ヘルツ東が 50 ヘルツとなっています。何故かというと西は大阪電燈がアメリカから。
東は東京電燈がドイツから発電機を導入したからです。その時代は広域という観点もなく不自由がなかったため西と東で別れる
ことになりました。苫小牧では王子製紙が 60 ヘルツ発電機のため支笏湖畔は 60 ヘルツとなっている特殊な地域となっています。

国際ロータリー2510 地区第 12 グループ親睦ゴルフコンペ
午前 7 時 40 分集合 8 時 10 分スタート 場所：ドリーム苫小牧ゴルフ倶楽部 天気：くもり
優勝 苫小牧 RC 準優勝 千歳 RC【特別参加】 3 位 苫小牧東 RC 4 位 白老 RC 5 位 苫小牧北 RC となり
ました。東クラブの個人成績は？？？？？散々でした。
苫小牧東ロータリークラブの参加選手です。左か
ら奥野･平田･小林･長岡･佐藤靖浩です。佐藤聰会
長は早々とスタートだったので写真に入れずに？
西條会員は遅○です。成績は各自に聞いて下さい。
7 名の東クラブメンバーのみなさん早朝のゴルフ
お疲れ様でした。

※５レンジャーではありません。

第 3 例会（2019･9･19 通算１２８１回） 会員卓話 佐藤聰会長・長岡英幸会員
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 手に手つないで･四つのテスト斉唱
幹事報告 平田幸彦より 苫小牧 RC より会報が届いています。台風 15 号被災による義援金のお願いが来ています。
会長挨拶
先日 16 日に福田ガバナー率いる千歳ＲＣも参加した 4 クラブ合同ゴルフコンペが行われ 5 クラブ中 3 位の成績で商品のコピー用
紙を頂いてまいりました。さて入会が認められました南澤新会員ですが本日は仕事の都合でこれませんでした。入会式は来週以
降となります。今週土曜日の親睦パークゴルフ大会に参加をするとのことで入会前のデビューとなります。南澤さんは早くクラ
ブに溶け込もうとしておりますので皆様パークゴルフではどうぞよろしくお願いいたします。報告ですが橘ガバナー補佐から伝
えられました 10 月 17 日の例会に「岡山南ＲＣの 4 名の皆さんがメーキャップに訪れます。クラブの事業としオリンピックの聖
火リレーに合わせて全国の被災地の子供たちにお菓子を配ること
をするそうで北と南の 2 班に分かれて北は厚真町から石巻へ行き
南は熊本･広島と回るそうで最後は東京で合流するそうです。温
かくお迎えください。今日の卓話は私と長岡会員が 15 分ずつ行
います。よろしくお願いいたします。
会員卓話 佐藤聰会長

大学卒業後就職した広告業時代のことを話します。平成元年から㈱パブリックセンターという札幌の広告会社に勤めていました。
バブル絶頂期から末期へと向かう頃です。同期で 30 名入社し 7 年間勤めました。今はニトリパブリックというニトリさんのハウ
スエージェンシーになっています。仕事の内容は、クライアントの売上アップの為や行政の PR の仕事をしていました。札幌市や
北海道警察（交通安全協会）と多く仕事していました。競合は電通・博報堂・協同広告・PR センター等です。社是は「つぶせ電
通」電通を一瞬でも抜くことが会社の目標でした。この㈱電通ですが、「鬼十訓」という企業理念の行動指針が有名です。今で
は自殺者が出たのはこのためだとういう報道もありましたが広告業界のバイブルとして同業他社にも広く影響を与えていました。
この「鬼十訓」を紹介します。
電通 鬼十訓
１仕事は自ら「創る」べきで与えられるべきでない
２仕事とは先手必勝と「働き掛け」て行くことで受け身でやるもの
ではない
３「大きな仕事」と取り組め 小さな仕事は己れを小さくする
４「難しい仕事」を狙え そして之を成し遂げる所に進歩がある
５取り組んだら「放すな」殺されても放すな 目的完遂までは
６周囲を「引き摺り廻せ」引き摺るのと引き摺られるのとでは
永い間に天地のひらきが出る
７「計画」を持て 長期の計画を持って居れば忍耐と工夫とそして正しい努力と希望が生まれる
８「自信」を持て 自信がないから君の仕事には迫力も粘りもそして厚味すらがない
９頭は常に「全廻転」八方に気を配って一分の隙もあってはならぬサービスとはそのようなものだ
10「摩擦を恐れるな」摩擦は進歩の母･積極の肥料でないと君は卑屈未練になる。私の人生において影響をもらった言葉でした。

会員卓話 長岡会員
こんにちは今日はプログラムの予定が空きましたので会長と私
で卓話をします。どんな話をしようかと考えましたがある雑誌
の中にマイクロソフト・カナダの研究チームが 2015 年に発表
した調査結果によると人間が集中力を持続できる時間はわずか
8 秒だそうです。しかも、情報化社会の進展などを背景にこの
時間は以前より短くなっていると言うから驚きです。正直なと
ころ 8 秒という短さには実感が湧きませんしどうやって計った
のか私のような凡人には分かりません。以前に読んだ本の中に
も集中力について面白いことが書かれておりました。お客様の
商談は最初の 5 分が勝負であると書かれていました。それは何故か？人間が本当に集中出来る時間はたった 8 秒と言われていま
す。もって 5 分しか持たないと書かれていました。5 分で商談を決めるのではなくて 5 分でどう自分の話に興味を持ってもらう
かが大切であると書かれていました。今日は最初の 5 分で興味を持っていただくよう頑張って話したいと思います。「天空の寺
金剛寺の話」。福岡県北九州市に金剛寺と言うお寺があります。地元では大変有名なお寺で「天空の寺」とも呼ばれています。
その住職は背負いきれないような重い宿命と受け止め生きる人たちとの出会いを「重いけど生きられる」「あなたがいるから生
きられる」という 2 冊の法話集にまとめた著書を出しております。その住職が今でも脳裏に焼き付いて忘れられないお葬式の一
場面があるそうです。
遺族席には１０歳の長女を頭に 8 歳の次女 5 歳の長男が座っています。住職は３人に優しい言葉をかけてあげたいと思ったが気
の利いた言葉を見つからない。実は 3 人にはこんな事情があった。（抜翠のつづりより）・・・・・物語を 15 分話した。

9 月 21 日（土曜日）午後 3 時スタート パークゴルフ大会【場所：アルテン】 天気：晴れ 参加人数 13 名＋1 人欠席
毎年恒例になっているのか？わかりませんが今年も親睦委員会によるパークゴルフ大会が苫小牧アルテンで行われました。くし
くも優勝者が昨年と同じということになり残念な結果になりましたこと報告させて頂きます。優勝：平田幸彦 準優勝：斉藤英
明･3 位：長岡英幸となりました。優勝と準優勝の方には是非ニコニコをお願いします。天気も気温もちょうど良く風も無く言い
訳のつかない環境で遊ばせて頂きその後ジンギスカンを食べお風呂に入り夜の町へ流れ込みました。親睦委員会の皆さん準備
ご苦労様でした。来年は全員参加で楽しみましょう。ちなみに南沢新入会員が参加してくれました 66 という好成績でした。

第 4 例会（2019･9･26 通算１２８２回） ゲスト卓

話 北海道新聞社苫小牧支社･支社長 石川 郁様
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 それでこそロータリー
幹事報告 平田幸彦より 龍ケ崎 RC より会報が届いています。2018 年度ロータリー米山記念奨学会より決算報告が届いています
10 月米山月刊資料のご案内。
会長挨拶 本日は卓話をお願いしている石川支社長には数年前より面識があ
りお願いしていた経緯もありクラブでの卓話をお願いしたところ気持ちよく
お引き受け頂きました本当にありがとうございます。今日は楽しみにしてい
たのでよろしくお願い致します。
ゲスト卓話 北海道新聞社苫小牧膝射支社･支社長 石川 郁様
プロフィル：1983年3月：東北大学法学部卒業

4月：北海道新聞社入社

2000年3月：函館支社報道部部長次長2012年7月：本社秘書部長 14年7月：本
社経営企画局局次長兼企画本部長2017年6月：苫小牧支社長兼営業部長 現在
に至る
「新聞離れ･その先に」急激なデジタル化の中 国内で新聞離れが進んでいる。日本よりも10～20年早いペースで新聞離れが進む
先進地米国でその結果何が起こっているかを報告し新聞の役割について改めて考えるとともに北海道新聞社の新聞離れ対策の柱
を説明。新聞業界を取り巻く発行部数と1世帯あたり部数の推移発行部数2000年5,370万部→2018年3,990万部と25％減･北海道新聞
も24％減という内容。特徴は40歳以下の購読者の減少とそれに伴う購読平均の高齢化。従来ある新聞の購読をやめると別の新聞

に切り替える人が多かったが一切購読をしなくなる人が急増。今年は広告業界にとって歴史的な年。媒体別の広告売上トップの
テレビが首位の座をインターネットに明け渡す。米国の状況新聞業界では米国の状況が日本の10年～20年先と言われる。デジタ
ル化の加速で地方紙の収入の柱だった広告料がグーグルやフェイスブックなどに流れた。結果影響を受けたのが地方新聞社だっ
た。人員削減を余儀なくされる地方紙が相次いだ。米国の新聞発行部数は2004年1億2,200万部から7,300万部に減少。新聞社の勤
務する記者数は7万1,640人だったが2017年3万9,210人へと半減した。その結果住民が地域ニュースに触れる機会が極端に少ない
「ニュース砂漠」と呼ばれる現象が起きている。具体例･2019年5月13日朝刊3面「消えゆく地方紙」･2017年2月21日読売新聞「変
貌する報道米国から」具体例として地方紙の衰退が米国で進む政治分裂に影響しているとの見方も。北海道新聞社としての今後
の対策（NIE･NIB）･教育対策2020年度から新学習改革がスタートす
る改革の柱は新学習指導要領の実施とセンター試験導入以来30年ぶ
りとなる大学入学共通テストの導入。改革の目的は時代の変化に
教育内容を合わせること。「子供達には自ら学び自ら判断して行
動しより良い社会や人生を切り開いて行く力が求められる。子供
達が生きる力を育むために学習指導要領の改正。NIE（教育に新聞
を）NIB（ビジネスに新聞を）実際に苫小牧ではNIBを取り組み企業
や団体などすでに記者経験らを派遣し新聞取り上げられた情報の
活用方などを教えている。最後に新聞業界が今直面する課題それ
が日本社会の将来にもつながる問題である事を知っていただければ幸いです。本日はご静聴頂きありがとうございました。

ご連絡：9月第1例会で苫小牧美術博物館（第一洋食の100年と苫小牧）に行きました。その後12月の例会で是非第一洋食をとの
話が会員より多くあり12月の例会にはなりますが早々と既に第一洋食に予約しましたことお知らせ致します。第2･第4例会？どち
らかにとなりますのであしからず。11月中には内容を含めお知らせ出来ると思いますので是非全員参加で盛り上がりましょう。
親睦委員会委員長：佐藤靖浩より

９月ニコニコ
9/5 2件 2,000円 9/12 3件 14,000円 9/19 1件 2,000円 9/26 6件 12,000円

合計金額 30,000円
９月５日

９月１２日

９月１９日

８月２６日

出席数

27名

22名

18名

19名

出席率

84%

88%

72%

69.23%

９月の誕生・創業祝い
９月の誕生祝

９月の創業祝い

小幡 直樹

S29年9月24日

小林忠男

S44･9･1

鈴木 浩之

S33年9月23日

横山トモ子

S48･9月20

高橋 多華夫

S31年9月29日

佐藤 靖浩

S37年9月8日

西條 利江

S○年9月4日

１０月例会プログラム予定
第１例会 (3日) 会員卓話 12：30～ 西條会員
第２例会(10日) 夜間例会 18：00～ 「王子イーグルスを迎えて」親睦委員会
第３例会(17日) 会員卓話 12：30～ 菅野嘉一会員
第４例会(24日) ゲスト卓話12：30～ 観光協会事務局長 山岸 祐治様
第５例会(31 日) 休 会（定款第 8 条第 1 節）

編集後記 「情報操作」という言葉をご存じでしょうか？自分が主張する事がまるで一般的な常識であるかのような印象を
聞き手に対して与える事です。例題を出します。お隣の国 中国の街角に無料の玩具ゲーム･と言ったアイテムを信頼に基づ
き無料で貸し出す「善意の棚」を設けました。そして利用状況をモニターした結果が報じられました。さて皆さん返却率を
何％と予想しますか？正解は 100％です。おそらく日本で報道されている中国人観光客のマナーの悪さをスポット的に報道
されたニュースが頭にある方は低い返却率を予想されたのでは無いでしょうか？ゆとり世代＝問題を起こす･高齢者＝危険運
転 引きこもり＝危険人物･政治家＝問題発言と部分抜粋による偏った情報など挙げると切りがありません。日韓情勢を含め
昨今国民感情を煽るような情報が連日報道されていますが情報は自らの考えをもって取捨選択する世の中になっています。
情報の波に飲まれないようにこれからの世の中賢く生きていくのが難しい時代なのかも知れません。深く考えさせられた 9

月でした。

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

