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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１例会 1月2日 （木） 休 会 （定款第６条第１節）
第２例会 1月9日 （木）会員・家族・留学生新年会 グランドニュー王子
第３例会 1月16日（木）ゲスト卓話：少年少女合唱団 鈴木千香子様・沖田直之様
第４例会 1月23日（木）会員卓話：職業奉仕委員会委員長：奥野会員
第５例会 1月30日（木）クラブ協議会
1月例会記録
※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）
（※東ＲＣ及び関係各位については敬称を略させて頂きます）

第１例会（2020・1・2 休 会（定款第６条第１節）
第２例会（2020・１・9 通算 1295 回）新年会（会員・家族・留学生新年会）
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 我等の生業
会長挨拶 会長挨拶 新年あけましておめでとうございます。
今日は新年会です。苫小牧高専の留学生 9 名の方が参加してお
ります。留学生の皆さんお越しいただきありがとうございます。
苫小牧にいる間に楽しい思い出をたくさん作って下さい。また
ご家族の皆様。日頃ロータリー活動にご理解を頂きありがとう
ございます。新年会にご参加を頂き心より感謝申し上げ
ます。さて今年度の折返し地点を過ぎました。今年の会
長方針は「楽しいクラブをつくり仲間を増やそう」です。
毎週例会に参加するのが楽しみなクラブを目指していま
す。そして次年度の青山会長には会員 30 名のクラブとし
てバトンを渡すことを目標としています。その次の年度
は、いよいよ 30 周年です。このように継続してクラブが
発展しているのも苫小牧東ＲＣの礎を築いて下さった諸
先輩方の皆様のおかげでございます。改めて敬意を表し

たいとおもいます。ありがとうございます。それでは今日は固い話はぬきにして新年会を楽しみましょう。以上会長挨拶とさせ
て頂きます。
ゲスト

歌手：かんばやし まなぶ様
誕生日会員紹介 斉藤会員：昭和33年１月７日生まれ
誕生日おめでとう御座います。会員一度より

第２例会 会員・家族・留学生新年会 親睦委員会
2020 年佐藤聰会長年度後半が始まりました。その始まりが恒例の新年会です。留学生 9 名を含め多くの会員家族が集い新年会に
参加して頂きました。水元会員の乾杯の発声により大いに盛り上がりました。

乾杯の挨拶をする水元会員

9 名の留学生
ゲストとして新年会を大いに盛り上げて頂いたのは函館出身であり苫小
牧在住シンガーソングライターである「かんばやし まなぶ」さん。と
まこまい観光大使でもあるかんばやしさんは 2006 年駒大苫小牧の田中将
大投手の闘志あふれるプレーに感動し田中投手にエールと感謝を込めて
応援歌「高速スライダー」を作詞した。

2010 年には苫小牧市の貝に設定されているホッキ貝の PR ソングも作詞し「ホッキの唄として CD 販売。2016 年には G!馬ホッコウ
タルマエ号の応援歌。現在様々な活動をされ世代・性別に問わず幅広い層から支持されている。今回東 RC 新年会にお越しいただ
きありがとうございました。
最後はビンゴゲームで盛り上がりました。新年会の最後の締めは菅野会員による三本締めで締めくくった。

今年も一年会員皆様が健康でご清福で過ごせる事を願っております。

第３例会（2020・1・16 通算 1296 回 ゲスト卓話：少年少女合唱団 鈴木千香子様・沖田直之様）
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 手に手つないで 四つのテスト
会長挨拶 皆さんこんにちは本日のゲストを紹介します。苫小牧少年少女合唱団の鈴木千香子様と沖田直之様です。1992年に合
唱団は発足されその10年後2002年に苫小牧RCと苫小牧東RCが共同で支援しています。苫小牧東RC15周年事業の一環としてこの時収
録した「クリーンナンバー０５３」が採用されゴミ回収車のBGMとして今も流れています。創立して18年今後も活動を支援してい
きたいと思います。また今日は橘ガバナー補佐がご挨拶に来ています。この後ご挨拶をいただきます。
第12グループ 橘ガバナー補佐より挨拶
新年明けましておめでとう御座います。昨年7月に東RCのガバナー
訪問・9月のクラブ対抗ゴルフコンペ・10月の地区大会と有り難う
御座いました。さて今日は来月2月22日のIM開催と北クラブ50周年
事業のご案内で御座います。一人でも多くの皆様にご参加いただ
きたくお願いに参りました。どうぞよろしくお願い致します。
ゲスト：第12グループ 橘ガバナー補佐：少年少女合唱団 鈴木
千香子様・沖田直之様

幹事報告 平田幹事より
苫小牧ロータリークラブ例会変更の知らせが届いています。
第３例会：ゲスト卓話：少年少女合唱団 鈴木千香子様・沖田直之様
指導部：鈴木千香子様よりSSC苫小牧少年少女合唱団
2019年度 活動報告の説明があった。
5月19日（日） かんばやしまなぶコンサート２０１
９で演奏（さんぽ・ナナカマド・クリーンナンバー０
５３）
6月9日（日）イマジンコンサートにて演奏（BELIEVE
・ふるさと）8月3日～4日 苫小牧アルテンで宿泊合
宿（支援いただいているか方々よりアイスの差し入れ
や研修室で練習）
宿泊は9日用キャビン3棟・夕食はバーベキューコナーで焼き肉・温泉に入り花火やアイスを食べて盛り上がった。
8月17日（土）ときわ町内会夏まつりで演奏
8月24日（土）アイビーサークルまつりにて演奏
9月1日（日）とまこまいフリーマーケットにて出店し運営資金を
集めた
9月28日（土）苫小牧市民合唱祭で演奏（地球のかぞく・ハイ・ホ
ー）
11月16日（土）コールボイジャー苫小牧男声合唱団オータムコン
サートにて演奏（今日から明日へ・崖の上のボニョ・ドレミの歌
・星に願いを・小さな世界・人間っていいな 最後にミッキーマ
ウスマーチ・遙かな友に）
12月21日（土）Ｘｍａｓ会 （今年はバルーンアートの先生に来
ていただき風船でＸｍａｓツリーを作りました）
12月21日（土）Ｘｍａｓみなとコンサートで演奏
2020年1月13日 ２５周年 北海道少年少女合唱連盟合同演奏会に
て演奏（いつか王子が・ハイホー）
2020年度も2月29日～3月1日（日）第12回青少年ミュージックキャンプ・3月7日（土）第21回苫小牧合唱まつり・4月11日（土）予
定ファミリーコンサート１８を予定しております多
くの皆様のお越しをお待ちしております。
少年少女合唱団の運営はロータリークラブの支援に
より多くの活動をしております今後共よろしくお願
い致します。
事務局：沖田直之様からは2019年度収入と支出（平
成30年度収支決算表）についてわかりやすく説明を
いただき加えて予算案についても説明。今後ともご
支援をお願いしますとのご挨拶をいただきました。
（本日はお忙しい中有り難うございました）

第 4 例会（2020・1・23 通算 1297 回）会員卓話：奥野会員
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 それでこそロータリー
会長挨拶
皆さんこんにちは今週の火曜日ここグランドホテルで苫小牧青年
会議所の新年交礼会に苫小牧東ＲＣを代表して出席してまいりま
した。会には遠藤連道義をはじめ岩倉市長をはじめ３００人近くの
方が参加しておりました。苫小牧東ＲＣは、ライオンズクラブ、ソロ
プチミスト様と同じテーブルに座り、国際ソロプチミスト苫小牧はま
なす会の青山晴美会長と席をともにしました。私も青年会議所の
ＯＢですがほとんど例会に出席していないブラック会員でしたので
アウエー感満載の式だったのですがＪＣＯＢの皆様は快く私を受け
入れて下さいました。さて良いお話と良くないお話がございます。まず良いお話から。南澤会員と西條会員が声を掛けていた山田亮太さんか
ら、入会申込書が届きました。入会式は、2 月の第一例会を予定しています。職業は広告業です。待望の 30 代の会員が誕生しました。南沢
さん・西條さんありがとうございます。また、残念なお話ですが病と闘っております鈴木幸忠会員からリハビリー専念するので、退会したいとの
連絡がございました。本当に残念でたまりまません。本当はやめたくないのだろうなと考える本当に無念です。1 日でも早く病気から回復して
元気な姿にもどれることを願っています。最後に報告ですが、2 月 18 日（火）8：45 から、苫小牧工業高校の 3 年生を対象とした交通安全講
話会が行われます。担当役員の皆様、宜しくお願いします。以上、会長挨拶とさせて頂きます。
幹事報告 平田幹事より ありません。

第4例会：職業奉仕員委員会：会員卓話 奥野会員
職業奉仕とは何でしょうか？皆さんも既に熟読されてい
ると思いますがロータリーの友 1 月号に田中 毅パスト
ガバナーの考えが掲載されています。私なりに資料を解
釈させて頂きました。
内容は、「アーサー・F・シェルドン」創案の真意は何で
あるか？と言う事ではないかと思います。

田中パストガバナーの解釈では
①

炎という原因によって熱という結果が生まれます。小さな炎にはわずかな熱しか生まれませんが大きな炎には大量の熱が生
まれます。サービスの概念も自然の法則であり少ないサービスには少ない利益しか得られませんが大きなサービスを行えば
大きな利 益が生まれるのです。そしてその法則はあらゆる職業に適用されるのです。原因があって結果が生まれることを
忘れてはなりません。

②

健全に事業を営むためには、あなたの事業に関する全ての人たちすなわち、従業員、取引業者、顧客、商圏の地域社会の人
たちのおかげであることを忘れてはなりません。あなたが得た利益をこれらの人々に適切に再配分することが、継続的な事
業の発展につながります。こういうことが守られている店には、何度でも行きたくなるものです。
すなわちリピーターが確保できるのです。商売が成功する方法は利益をもたらしてくれる顧客を継続的に確保することなの
です。と結んでありシェルドンの経営学理念です。

ロータリーの公式標語の 【最もよく奉仕する者、最も多
く報いられる】の原型となる考えだと述べていると思いま
す。
職業奉仕とは、ロータリアンではないほかの人々と“分か
ち合う” こと、すなわち彼らとロータリーの理念を“分
かち合う”ことである」（1949－50 年度 RI 会長パーシ
ー・ホジソン著『奉仕こそわがつとめ』1948 年刊）との
言葉を念頭に小林ガバナーノミニィ－が考える職業奉仕は
「思想哲学的 職業奉仕概念を根幹に自らを律し高め、ヴォケーショナル・サービスの考え方で地域の社会の人々に分かち
貢献する」が主幹で、枝葉のような広がりをもって「理想を分かち合うために他者へ実践奉仕する」を言うことになります。
まずは「自分の職業をロータリーのモットーや目的、四つのテストなどに照らして日々品位あるものにするよう誠心誠意取
り組み最もよくサービスをして継続的プロフィットを得て」「自分やクラブが主体となってヴォケーショナル・サービスの
考え方で他社に奉仕する」と述べています。
又、RI 的な職業奉仕は 「奉仕の目的に至るための四大奉仕部門の一つで、職業スキルをもってする奉仕活動を職業奉仕と
呼ぶ」で結構だと思います。 とも述べております。
では実際にはどの様な行動が職業奉仕活動となるのかといいますと 「職業奉仕の手引き」 というのがあります。
要約させていただきます
（『職業奉仕』という概念）「ロータリーの目的」はロータリーの存在目的とロータリアンの責務について記した哲学的。
職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。例会で各員が自分の職業について話したがいの職業について学び合う地域社
会での奉仕プロジェクトで職業スキルを活かす職
業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の地域
社会で奉仕を行う土台となるものです。高潔性と
倫理ロータリーでは、高潔性と高い倫理を重視し
ています。その中でロータリアンによって生み出
されたのが、 「四つのテスト」と 「ロータリ
アンの行動規範」の２つであり、職場や生活のあ
らゆる場面で倫理的行動を実践するための指針と
なっています。
「四つのテスト」の歴史「四つのテスト」は 1932 年、シカゴ・ロータリークラブか委員で、1954-1955 年度に国際ロータリ
ー会長を務めたハーバート J．テイラーのより発案されました。倒産寸前の会社の立て直す役目を担ったテイラーは仕事に
おける全側面において従うべき倫理的指針として「四つのテスト」を創りこのシンプルな哲学のおかげでこの会社は倒産を
免れました。
（ロータリアンの行動規範）「ロータリアンの行動規範」は「四つのテスト」と並び、すべてのロータリアンが事業や専門
職において指針とできる、倫理的行動の枠組みとなるものです。
職場で高い倫理基準を推進するために
事業や専門職務のリーダーであるロータリアンは職場や地域社会において模範を示し高い倫理基準を推進することのできる
立場にあります。ロータリアンは次のような方法で倫理を実践し奨励できます。
職業研修と職業スキルの向上職業人同士の交流を目的として設立されたロータリーではより良い地域社会を築くために、職
業やビジネスにおけるリーダーが力を合わせアイデアを交換し協力関係を築くことの重要性を強調しています。
以上が私が解釈しました職業奉仕です。先ほど読み上げましたロータリアンの行動規範が大切だと思います

第５例会（2020・1・30 通算 1298 回）クラブ協議会
点 鐘 会長 佐藤 聰
斉 唱 それでこそロータリー
会長挨拶 皆さんこんにちは。 まず橘ガバナー補佐です。本日
は東 RC のクラブ協議会にお越しいただき誠にありがとうございま
す。よろしくお願いいたします。今日は上半期の活動報告です。
担当委員長の皆様よろしくお願いいたします。
さて中国で大流行している「コロナウイルス」についてふれさせて
いただきます。今年の中国の春節は 1 月 24 日から 30 日までで 7
連休だそうです。昨年は世界中に 600 万人がこの期間に旅行し
たそうです。まさに感染を拡大するには最悪のタイミングで観光業
界・宿泊業界にとっても最悪のタイミングです。例年、1 月末から 2 月は、中国をはじめとして外国人観光客が、北海道に大挙して押し寄せ苫
小牧も外国人観光客の方の宿泊が多くなり稼働が高くなるのですが相当のキャンセルが出ています。しかもドタキャンです。感染防止には仕
方のないことですが道内の大きな温泉旅館は 1000 人単位でキャンセルが出ていてこれからもキャンセルが増えることが予想されます。5 年前
に同じように中国から大流行した「ＳＡＲＳ」は収束に半年もかかりました。感染が拡大しない事を願っています。そして苫小牧でもいつ感染者
がでてもおかしくない状況にありますので予防法はインフルエンザと同じように手洗いとうがいだそうです。もし万が一疑わしかったら苫小牧で
は市立病院が受け入れるそうです。潜伏期間は最大 2 週間。必ずしも重症になるわけではないのであわてず、市立病院に連絡してください。
まずは予防の手洗いうがいを行いましょう以上、会長挨拶とさせて頂きます。
ゲスト 第１２グループ 橘ガバナー補佐
橘ガバナー補佐より挨拶：総評はあとで話させて頂きますが私からは２点ほ
どお願いがあります。岡山RC前回お越し頂いた時にもお願いしましたが３月
７日被災地の厚真町で駄菓子リレーを行います。1クラブ4名ほどの参加をお
願いします。２点目は北ロータリークラブ５０周年祝賀会とIMの多くの出席
をお願いします。
幹事報告 平田幹事より
オクトン価格変更の知らせ・苫小牧ロータリークラブ会報が届いています。・苫小牧北ロータリークラブ例会変更の知らせ・随
筆の綴りが届きました。全国被災地こどもDAGASHIリレーイン厚真の参加案内が来ています。
第２回クラブ協議会
開会 平田幹事より
１， 佐藤会長挨拶
２， 橘ガバナー補佐 挨拶
各委員会より上期活動計画の報告
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.橘ガバナー補佐より総評
閉会 平田幹事より

１月ニコニコ
1/16 5,000円

合計金額

1/23 5,000円 1/30 3,000円

円
１月９日

１月１６日

１月２３日

１月３０日

出席数

23名

23名

21名

25名

出席率

92%

85.19%

77.78%

92.59%

1月の誕生・創業祝い
１月の誕生祝
斉藤 英明

1月の創業祝い
S３３・１・７

内海 雅義

S２６・１・２５

古宇田 渉

H ５・１・１８

佐藤 史典

H２２・１・２０

２月例会プログラム予定
第１例会 2月6日 （木） 会員卓話 12：30～ 会員増強維持委員会 委員長 3回目 佐藤聰会長
第２例会 2月13日（木） 夜間例会 18：00～ 親睦委員会 麻雀大会（グランドニュー王子）
第３例会 2月20日（木） ゲスト卓話12：30～ 高専卒業生卓話：
第４例会 2月27日（木） 会員卓話 12：30～ 水野会員

編集記 新年あけましておめでとう御座います。そして会員皆様残り半年よろしくお願いします。
さて昨年の暮れに面白い張り紙を某定食屋さんで見つけました。
「店の張り紙」の件で粋な対応をする店がありましたのでご紹介します。苫小牧の店ですが 古くから海鮮ものを取り
扱っている店で人気も高くお昼時はすぐにいっぱいになってしまう店があります。当然というか店舗も古く以前は自
動ドアだった店舗入り口はいつしか手動開閉となっており 「自動」のステッカーの上に「手動で開きます」と張り紙
などをしています。しかし秀逸だったのが その店は不定休で 店主の都合により休日を決めているのですが その際の
張り紙が「店の都合により～」といったありきたりなものではありません。その張り紙の内容とは「 体力の限界につ
き 本日は休店させていただきます 」でした。自分も実際来店した際に その張り紙を目にしました。『 体力の限界なら仕方
が無い どうぞお大事に 』と 全く腹が立たなかったことを思い出します。言葉一つで店の印象が変わる 実際の出来事でした。
会報雑誌委員会 長岡英幸

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

