
苫小牧東ロータリー クラブ

「苫小牧東ロータリークラブ会長方針」

【寛容な心で奉仕とクラブ創り】

例会日 木曜日 12:30 第２例会 18：00 
例会場:グランドホテルニュー王子 TEL 31-3111 

ホームページ：https://toma-east-rc.com/ 

【10月プログラム予定】
～経済と地域社会の発展月間～

第1例会（6日）新会員卓話 石澤智会員
第2例会（13日）夜間例会

ゲスト卓話 株式会社 苫東 社長 辻泰弘様
第3例会（20日）ゲスト卓話 北海道保護司会

苫小牧保護司会 会長 菅原正良様
第4例会 （27日）新会員卓話 木村美砂江会員

●会長 平田 幸彦
●会長エレクト 佐藤 史典
●幹事 内海 雅義
●会計・副幹事 南沢 雄二
会報雑誌・広報委員 山田亮太

【 9月プログラム】
～基本的教育と識字率向上月間～

第1例会（1日）「ガバナー公式訪問」
11時30分～ クラブ協議会
12時30分～ 例 会

第2例会（8日）夜間例会 会員卓話 水元修治会員
「インフォーマル ミーティング」

第3例会（15日）会員卓話 新会員 緒方康人会員
第4例会 （22日）会員卓話 佐藤史典 委員長

「未来ビジョン策定委員会」
第5例会 （29日） 休 会

担当

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

事務局

・小幡 直樹会員・鈴木 浩之会員・西條 利江会員

・高橋 多華夫会員・南沢 雄二会員・木村 美砂江会員

～今月の誕生祝い～

～今月の創業祝い～

ニコニコBOX 出席数・率

ニコニコ

米山BOX 5,936円

財団寄付BOX 7,145円 9/1 26名 出席率 83.87％

多数により最後に記載

～基本的教育と識字率向上月間～

・スナックSept・有限会社小林教材・株式会社緒方

・苫小牧技研工業株式会社

9/8 23名 出席率 74.19％

9/15 23名 出席率 90.32％

9/22 24名 出席率 77.42％



第1例会 9月1日「ガバナー公式訪問」

会長幹事懇談会

石丸ガバナー、川村忠地区幹事、田辺真樹ガ
バナー補佐に、DVDやパワーポイントを用いて
苫小牧東ロータリークラブのあゆみをご説明。

クラブ協議会

各委員会の今年度の活動計画発表。また、
ロータリークラブに対する率直な意見交換を
実施。

例 会

川村地区幹事

田辺ガバナー補佐

石丸ガバナーによる卓話

石丸ガバナーに卓話をいただきました。大事なこ
とは出席して、会員同士の親睦を深めて楽しむこ
とと教えていただきました。

change

ポールハリスフェロー



9月5日 合同ゴルフコンペ

会長挨拶

9月6日 高校生インターン(菅野オート)

菅野オートさんで苫工生の職場体験が開催される
と云う事で参加をさせて頂きました。菅野さんは
東RCの会員でもあります。

皆さんロータリクラブの名前を聞いた事がある方
は手を上げて頂けますか？
１９０５年２月にアメリカ・シカゴの青年弁護士
「ポール・ハリス」達仲間４人で立ち上げたのが
始まりです。
日本では１９２０年１０月に東京ＲＣが設立され
て、１００周年が過ぎました。何をしている団体
かと思うかも知れませんが、世界的な国際奉仕団
体です。ポールハリスの仲間達が一番最初にした
事はシカゴの街がゴミでゴミで汚い街の姿をみて、
ただひたすら捨てられたゴミを拾い続けました。
それでもゴミはなくならなかったのです。ポール
ハリス達はどうしたか？
それでもゴミを拾い続けたのです。段々と周りの
ゴミを捨てていた人達がゴミを捨てるのを止めて
いったのでした。その人たちは今度自分たちでゴ
ミを拾い始めたのです。この継続した奉仕活動が
世界に広まって行ったのでした。
今では、世界に200以上の国々と地域に広がりク
ラブ数約３５０００以上有り会員総数は約１２０
０万人のロータリアンが奉仕活動をしております。

社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、に大き
く分かれて当クラブ３１名で活動を続けております。
どこかで見かけたら声をかけて下さい。
今日、皆さんが菅野オートさんで学んだ事が素晴らし
いこれからの人生の出会いで有ります事をご祈念申し
上げ私からの挨拶に代えさせて頂きます。



第2例会 9月8日

会長挨拶

夜間例会（ｱﾙｺｰﾙ無し）会員卓話 水元修治 会員

今週月曜日に４クラブの恒例の合同ゴル

フコンペが登別カントリーで行われまし

た。我がクラブはお陰様で準優勝する事

が出来ました。ひそかに練習ラウンドし

たのが良かったようです。

「インフォーマル ミーティング」

・ロータリーは入会したその日から公平・平等です。
・例会、日本の常識は世界の非常識
・例会は、義務ではなく権利
・奉仕は利他と利己の調和 職業（自分向け）と奉仕
（他人向け）
・奉仕とボランティアの違い
・奉仕…自発性は問わない
・ボランティア…自発性、自分で進んでやる
・サービスは無料ではない

ロータリーの標語

超我の奉仕
無私の奉仕
もっともよく奉仕するもの、
もっともよく報われる

四つのテスト
真実か どうかIs it the TRUTH ?
みんなに公平かIs it FAIR to all concerned ?
好意と友情を深めるかWill it build GOODWILL and BETTER 
FRIENDSHIPS?
みんなのためになるか どうかWill it be BENEFICIAL to all 
concerned ?



第3例会 9月15日

会長挨拶

会員卓話 新会員 緒方康人 会員

先日１１日は平成１３年、２００１年、
アメリカ同時多発テロが起きました。
アルカイダの武装勢力の手によってアメ
リカ世界貿易センタービルがハイジャッ
クされて旅客機で相次いで衝突して、ビ
ルは炎上し同時にワイントン国防省も標
的になり日本人２４人を含む３０００人
の人が犠牲になりました。
あれから２１年が経ちました。未だに世
界の何処かで戦争を繰り返しています。
今、起きているロシア、ウクライナ戦争
では、今どちらが先に核兵器を使うのか
が一番気になっている処だと思います。
「何故、人は戦争を起こすのだろう？」
「何故、人は人を殺しあうのだろう？」
「何故、人は幸せを求めているのに幸せ
になれないのだろう？」「何故、人は寛
容な心で人を許す事が出来ないのだろ
う？」「何故、人は犯罪を犯す事はいけ
ない事と分かっていても犯罪を犯すのだ
ろう？」と何時も自分に問いかけていま
すが、この年まで答えが出ません。

緒方康人会員 「私の経歴」

これまで建設業、車販売業など様々な

事業を行い、そして、児童通所支援事

業を行うようになったときに、晴天の

霹靂というべき出会いがあり、これま

での自分の行い、考え方を悔い改めさ

せられたそうです。

今の緒方さんのお考えは『人の為に、

人のお役に立てる仕事』をやっていき

たいと仰られていました。とても心温

まる頼もしいお話でした。



第4例会 9月22日

会長挨拶

会員卓話 佐藤史典 委員長「未来ビジョン策定委員会」

来週の例会は休会となっておりますので、今月最後の例会となります。
本日の会員卓話は「未来ビジョン策定委員会」を今年度から新しく委員会を設置して初めて
の卓話と云う事で佐藤史典委員長にお話を頂く事になっておりますので宜しくお願い致しま
す。石丸ガバナー肝いりの委員会ですが１２グループでは当クラブが一番早く設置をいたし
ましたが、今後どの様な方向性で進んだら良いかも含めてスタートしたいと思います。

今日は、日頃から愛読し
ています「致知社出版」
の「一日一話、読めば心
が熱くなる３６５人の仕
事の教科書」の中から、
私の心を打った１ぺージ
を読ませて頂きます。

【人はどこまで許せるか】

『長男が白血病の為に小学二年生で亡くなりましたので、四人兄妹
姉妹の末っ子の次男が三年生になった時、私達は「この子は大丈夫だ、
お兄ちゃんのように死んだりしない」と喜んでいたのです。ところが
その次男もその年の夏に学校のプールの時間に死んで亡くなったので
した。長男が亡くなって8年後の同じ7月でした。
近くの学校に務めていた私のもとに「早く来てください」と連絡が
入って、タクシーでかけつけたらもう亡くなっていました。子供達が
集まって来て「ごめんよ、おばちゃん、ごめんよ」と。「どうした
の？」と聞いたら１０分の休み時間に、誰かに背中を押されて、コン
クリートに頭をぶつけて、沈んでしまったと話してくれました。
母親は馬鹿ですね「押したのは誰だ、犯人を見つけるまでは、学校も
友達も絶対に許さないぞ」と云う怒りがこみあげて来るんです。新聞
社が来てテレビ局が来て大騒ぎになった時、同じく高校の教師だった
主人が大泣きしながら駆けつけて来ました。そして私を裏の倉庫に連
れて行って、こう話したのです。

「これは辛く悲しいことだ、だけど見方を変えて見ろ、犯人を見つけたら、その子の両
親はこれから、過ちとはいえ自分の子は友達を殺していまった、という罪を背負って生
きていかなければならない。わしらはいつか忘れる事があるかも知れない、私達が我慢
しよう。うちの子が心臓麻痺で死んだことにして、校医の先生に心臓麻痺で亡くなった
と書いてもらったら、学校も友達も許してやろうじゃないか。そうしよう、そうしよ
う」私はビックリしてしまい、この人は何を考えてるのだろう？だけど主人が何回もそ
う云うので仕方ないと思いそれで許したのです。学校も友達も。こんな時、男性は強い
と思いましたね。
今、考えたら主人の云う通りでした。争ってお金をもらったり、裁判で勝ったって何に
なる。
許して上げて良かったなと思ったのは、命日の7月2日に墓前に花が無い日が一度も無

いのです。３０年も前の話なのに毎年友達が花をたむけてタワシでお墓を磨いてくれて
いる。もし私があの時学校を訴えていたら、お金をもらえてもこんな優しい人を育てる
事は出来なかった。そういう人が生活する街には出来なっかた。心からそう思いま
す。』



会員卓話 佐藤史典 委員長「未来ビジョン策定委員会」



9/25 壮瞥フジモリ果樹園 会員・家族 ふどう狩

丸彦渡辺駐車場集合 → ブドウ狩り → 洞爺湖万世閣レイクサイド（昼食）

今月のニコニコ

石丸修太郎ガバナー
川村忠 地区幹事
田辺真樹ガバナー補佐
平田 幸彦会長
西條 利江会員
鈴木 浩之会員
長岡 英幸会員
小林 忠男会員
横山 トモ子会員
緒方 康人会員 計 33,000円


