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●会長 青山 晴美 ●会長エレクト 鈴木 浩之

●幹事 斎藤 英明 ●会計・副幹事 長岡 英幸

会報
「苫小牧東ロータリークラブ会長方針」

【世界の仲間と心を通わせ地域の危機を乗り越えよう】

会報雑誌委員会 古宇田・水野・奥野・南沢・山田

【１０月例会記録】 ～経済・地域社会発展月間～

第１例会（１日） 定例理事会 ゲスト卓話 草刈 健

「報置林を手自然に変える こもんずの知恵の技」

・勇払原野と４５年 花のまちづくり研究会”Green Thumb Club”

・雑木林＆庭づくり研究室 美しい雑木林とイヤシロチの庭

・苫東の経営破綻 雑木林の保全 ハスカップ自生地のサンクチュアリ化と可視化

・自主活動から『林とこころ』（２００４）→放置された魅力の場所を「コモンズ」概念で

ＮＰＯ苫東環境コモンズ（２０１０）設立

自己紹介



第２例会（８日） 夜間例会 西條 利江 会員

■１０周年を迎えた苫東コモンズ

・苫東とコモンズ『コモンズ 地域の再生と創造』（２０１４）

・勇払原野はＢ級自然 炭焼き（薪炭林）跡の萌芽再生林「無価値」が不動産売買

・勇払原野とイザベラ・バード 湿原＋森林（雑木林）＋山 樽前山神社の三神 産土（うぶす

な）

・ハスカップと原野のなぞ 市民史『ハスカップとわたし』（２０１９）

・捨てられた雑木林 国木田独歩の雑木林 リゾートの雑木林

・世界のコモンズ イギリスと北欧

また、第二次世界大戦後、

バーやキャバレーといったい

わゆる「風俗」は、地方自治

体の青少年保護育成条例の影

響で、24時を越えての深夜営

業が不可能となりました。そ

こで、いわゆる「風俗」とは

異なって、深夜営業が可能な

「スナック・バー（いわゆる

スナック）」が誕生しました。

日本の地方自治体で最も早く

青少年保護育成条例を制定し

たのは1950年の岡山県ですが、

「スナック・バー（いわゆる

「スナックバー（飲食店）」

■動画で見る勇払原野と苫東コモンズの活動

・人の手が入って心地よい自然に代わる 里山＝「手自然」

・ＮＰＯの活動目的は、ケガレチ（気枯地）をイヤシロチ（弥盛地）へ≒人間の普遍的目標

・『勇払原野 苫東コモンズの１０年』記念誌と動画（２０２０/８/２８）

日本では「スナック」と略され、一般に女性がカウンター越しに接客する飲食店を指し、店の

責任者は女性であることが多く、その女性は「ママ」と呼ばれます。深夜0時以降まで営業してい

る店が多く、客が酒や軽食を口にしながら、「ママ」や店員、あるいは客同士で会話を楽しんだ

り、カラオケを歌ったりするのが主たるサービスです。提供するアルコール類、料理類はあくま

でその補助にすぎず、ブランデーなど高価な商品がある一方で、安価な甲類焼酎などが提供され

ることも多いのがバーとの違いです。

スナック）」の誕生に最も影響を与えたのは、 年 月 日の東京都の「東京都青少年の健全



第３例会（１５日）ゲスト卓話 米山記念奨学生 徐 瑞見 君

「日本について知りたいこと、困ってたことについて」

僕は北海道苫小牧駒澤大学キャリア創造学科４年生の徐瑞見です。今回の奨学生を選ばれてあ

りがとうございました。

僕が知りたいことはいっぱいある一つ目は「どうやって日本人と友たちになれるのか」をし

りたい。二つ目は「自分言ってた言葉と事相手が嫌いがどうかどうやって判断すればいいで

しょうか」三つ目は「日本人との付き合い方」です。

「私の４８年間」

・お店をあけて１３年

１年目 ９坪のお店でスタート

２～３年目 年の半分は、自分の給料なし。『このままじゃだめ』『なにかをかえなければ！』

持ち前の社交的、行動力を生かし、営業に出る。

４～６年目 ここにて転機が訪れ、現在の場所に移る話がでてきて即決をする。ここからゴルフ

の営業回数が増える。

７年目～現在 移転し、ロータリーにも入会。

スナック）」の誕生に最も影響を与えたのは、1964年8月1日の東京都の「東京都青少年の健全

な育成に関する条例」です。これ以降、全国津々浦々に「スナック・バー」が広まりました。

これを昭和のスナックブームと呼びます。令和の時代になり、スナックのリバイバルブームが

起こっています。



第４例会（２２日）会員卓話 鈴木 浩之 会員

今日は私が会長になってはじめての行事があります。新入会員の入会式です。とってもうれし

く楽しみにしております。宜しくお願い致します。

会長挨拶

僕の子ども時代の時、毎年、苫小牧市に遊びに来てました。おかげで日本語を話せるように

なりました。大学に入学した後、同級生の日本人から声をかけられてました。しかし、自分は

どうやって日本人と友たちになれるのかがわからなくて、友達は二、三人しかできなかった。

言葉と人付き合いが苦手の自分は日々悩んでいました。今４年生になりましたが、まだよくわ

からない。

卒業が近づきました。卒業した後に短期福祉大学に入る予定なので、短期福祉大学の中は外

国人が少ないと思うので、ぜひ上記の三つの知りたいことを教えていただきたい。

困っていることは交通が不便のことです、自分の通学時、通ってるバスは１時間1便しかない。

そして、最終便も早くてすごく困っている。日本では車で出かけたりする人が多いですが、す

べてではないので、バスは１時間１便はちょっと不便と思う。

もう一つは、日本食の中で海産物が多い、自分は海産物が食べれないので、回転寿司など全

然いけれない。コンビニなどで弁当を買う時も海産物が多くて、買える弁当が少ない。

以上は僕の知りたいことと困っていることでした。

10月16日（金）児玉会員、佐藤正会員、藤森会員がのぼうの城のモニュメントをきれいに仕

上げて下さいました。ありがとうございました。皆さんも近くに行った時みてください。

増強部門の佐藤聰会員から新入会員候補の連絡がありました。本当に嬉しいことです。理事

会にかけたいと思っております。

昨年の今日10月22日は午後1時より「即位(そくい)礼(れい) 正殿(せいでん)の儀(ぎ)」が行わ

れました。2019（平成31）年4月30日、平成天皇が退位されるのに伴い、皇太子さまが新天皇

に即位される5月1日と、即位を公に宣言するのが2019年（令和元年）10月22日「即位礼 正殿

(せいでん)の儀(ぎ)」でした。1年限りの祝日でした。

今年になってコロナと共存する生活が続きますが、どうぞ皆様体調を崩されませんようにご

自愛ください以上会長挨拶・報告といたします。



１０月２９日 休会（定款第７条第１節）

１０月１０日 国際ロータリー第２５１０地区第１２グループ親睦ゴルフコンペ

そこで今回はコロナウィルスに付いての一問一答です。

質問コロナウィルスの影響で日本中、世界中で恐怖と混乱を招いて居ます。

仏教では恐怖と言う事が存在しないと言いますが和尚様はどの様にお感慨ですか？

と、言う質問に対して和尚様は お釈迦様の言葉に無知な者は恐怖し、無知な者はかんきす、知

恵の無い者は恐怖し、知恵のある者は喜ぶ、仏教では恐怖と言う言葉ではなく恐怖と言う物を恐

れるなと言う事です。

実はこの様な状況になると心の病、仏教による三毒と言うとても恐ろしい病気もあると言う事に

気付いて居ない。三毒とは 貪（トン・欲）瞋（ジン・怒り）癡（チ・愚かさ）と言う猛毒にお

かされているという事。私達、人間にはガンと言う病気がありますが、ガンと言われなくとも人

間の体の中にはガン細胞と言う物があって自分の免疫力によっておさえている。

三毒と言う病もつねに私達の心の中にウィルスとして持っている。

三毒が暴れだすのは社会的混乱がおきた時なのです。

三毒は欲と怒りと愚かさです。

私は医学的知識もないし、政治の事もわからないし、何も世の中に対して影響力がないと、みん

なそう思っている。子供達でもお年寄りでもみんなで協力しあえばみんながつながっていき、み

んなが乗り越えられる。その主人公は、医療関係者だけじゃなく政府でもなくあなたなのです。

この事を忘れないでほしい、自分の心の中には三毒と言うウィルスがいる、このウィルスを暴れ

ない様にするにはあなたの心の力がとても大切なのです。

鈴木 浩之 会員 卓話『大偶元勝和尚の一問一答』

ある時は空手師範、またある時はセラピス

ト、作家、経営者。果たしてその正体はと

言いますと540年の歴史を誇る由緒ある禅寺、

大叢山福厳寺第31世住職こと大偶元勝和尚

です。

東海地方の屈指の禅寺に育つも、きびしい

師匠や伝統、しきたりに反発し18歳で寺を

飛び出す。

自分は何者なのか？何者に成りたいのか？

世界13ヶ国をさまよい、たどり着いた答え、

人々の苦しみに寄り添いたい、雲のごとく水のごとく何にもとらわれず何処にもとどまらず、

智慧と勇気と笑顔を持って新時代を生きる全ての人へ贈る魂のメッセージを学びたいと。



１０月１０日 国際ロータリー第２５１０地区第１２グループ親睦ゴルフコンペ

千歳空港カントリークラブにて開催されました。天候に恵まれてケガもなくプレーできたこと

をうれしく思います。

他の会場のクラブメンバーとの親睦も深めることができました。

また、当会の佐藤靖浩会員が見事、優勝することができました。おめでとうございます。

15位 小林会員12位 佐藤会員

6位入賞 平田会員 7位 高橋会員

集合写真風景 優勝 佐藤会員
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10月1日

10月8日

10月15日

10月22日

81.40%

96.30%

１０月ニコニコ

合計　9,000円

１０月出席数・率

1,000円

92.86%

10月1日

10月8日

10月15日

6,000円

2,000円

合計　10,933円

１０月ニコニコBOX 10月1日 5,681円

10月15日 5,252円

１０月２７日 グリーン会 ゴルフ大会

16位 南沢会員

場所 エミナゴルフクラブ

優勝 小林 忠男 準優勝 高橋 多華夫 3位 平田 幸彦

4位 佐藤 靖浩 5位 佐藤 聡 6位 鈴木 浩之 7位 南沢 雄二

8位 水元 修治 9位（BB） 西條 利江 10位（BM）菅野 嘉一

天気に恵まれてプレーできたてよかったです。来年もまたたくさんのメンバーで開催できること

を心より望んでおります。来年もぜひ参加宜しくお願い致します。

37位 西條会員

位 佐藤会員



１０月の誕生祝い 水元　修治　会員 S11・10・7

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

第１例会（５日） 定例理事会 ロータリー財団委員長 水元 修治

第２例会（１２日） 夜間例会 ガバナー公式訪問

１５時～ガバナー・会長・幹事 懇談会

１６時～クラブ協議会

１７時～例会

第３例会（１９日） 会員卓話 長岡 英幸 会員

第４例会（２６日） 会員卓話 高橋 多華夫 会員

【１１月プログラム予定】～ロータリー財団月間～


