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「苫小牧東ロータリークラブ会長方針」 

[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 

                                     

 

2月例会記録  

点 鐘 会長 佐藤 聰 

斉 唱 奉仕の理想 

（※東ＲＣ及び関係各位については敬称を略させて頂きます） 

幹事報告 平田幸彦幹事より 国際ロータリー第2510地区ガバナーエレクトよりアメリカサンディエゴに到着し研修内容のハガ

キが届いています。鶴ヶ崎RC会報が届いています。白老RCから2113回から2021回までの会報が届いています。白老RCより例会変更

の知らせが来ています。 

会長挨拶  

皆さんこんにちは今日は楽しい仲間が増えました。山田亮太さんで

す。今年の会長方針は「楽しいクラブを作り仲間を増やそう」です 

今日は年 4 回予定している 3 回目の会員増強例会です。あまり深く

考えず軽く参加して下さい。さて 2 月は国際ロータリーの定める

「平和と紛争予防解決」月間です。国際ロータリー平和センター担

当部より「２０２１年ロータリーフェローシップ」の候補者募集に

ついてという会長宛にメールが来ています。平和プログラムについ

て説明する義務があるそうなので調べた事を伝えます。「ロータリー平和フェローシップ」とは財団ブックに書かれているよう

に平和は「人」から始まると考えているロータリーは平和フェローシップ（奨学金）を通じて平和の開発の担い手となる人材を 

育て平和推進者おｎネットワークを築いています。ロータリー平和提携大学で学ぶ最高 130 名のフェローが世界中選ばれロータ

リーからフェローシップ（奨学金・他）が支給されます。これらのフェローは現在 115 ヶ国で活躍し様々な国際機関でリーダー

シップを発揮しています。この奨学金はロータリー財団が提供しているそうです。ロータリは世界平和の為に財団の支援で人材

を育て世界中に供給していると言う事です。 

ゲスト 無し 

※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） 

第一例会 2月6日 （木）会員卓話：会員増強維持委員会第3回目：直前会長 藤森善子  

第二例会  2月13日（木）夜間例会：親睦委員会 麻雀大会 場所：グランドニュー王子 

第三例会 2月20日（木）ゲスト卓話：苫小牧高等専門学校卒業生 留学生 アルヴィンアラン・アポイ様 

第四例会 2月27日（木）苫小牧東ロータリークラブ定款第7条第1節例会（ｄ）取り消し（３） 

苫 小 牧

TOMAKOMAI

東ロータリー

 EAST ROTARY

クラブ

 CLUB

 

例会日 木曜日 12:30  第2例会 18：00 
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新入会員入会式 山田亮太会員 2020年 2月 6日 佐藤聰会長よりバッチ授与されました。おめでとう御座います 

 

山田亮太会員入会おめでとう御座います。とてもあたたかいクラブなので末永く仲良くロータリー活動をしましょう。 

会員一同 

第１例会（2020.2.6 通算 1299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 

入会候補者を見つけるにはどうしたら良いか？候補者

を紹介出来るよう全会員に奨励。例会では全会員に「

入会候補者ワークシートを配布。記入し行動計画を立

てクラブ行事に招待してもらいましょう。また非公式

な集まりに招きくつろいだ雰囲気の中で現会員と話せ

る機会を設け会長を含め多くの会員が候補者に声かけ

温かく歓迎するムードを作り出すことが大切。候補者

を招いた会員がフォローアップし入会の関心を探りワ

ークシートに書き込み今後の資料として保管。今日は

各テーブルにワークシート配布しますので皆さんで検

討しましょう。候補者リストには地元の知り合いとし

て医師・歯科医・不動産・宗教関係者・弁護士・経営

コンサルタント・会計士・獣医・インターネット関係

・広告代理店・起業者・非営利団体代表・学校関係・

大学教授・ボランティア活動リーダー・社会福祉士・

心理学者・小売店経営者・元会員メンバーなど多くの

人がいます。皆さんで検討してみて下さい。                 

例会の最後に藤森増強委員長より各テーブルの話

し合いの中で6名の候補者ありまたあるテーブル

では衛星クラブの立ち上げそこから本会への入会

へ繋げたら良いのではと言う貴重な意見もあがり

今後の参考にしていきたいと説明した。（委員長

挨拶の後・各テーブルに分かれ話あった）       

 

 

 



第２例会（2020.2.13 通算1300回）夜間例会 麻雀大会 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 平田幸彦幹事：2020 年国際ロータリー年次大会（ホノルル大会）参加旅行募集案内が届いています。国際ＲＩより米

山選考終了について協力御礼の文面が来ています。  

会長挨拶  

鈴木副会長から挨拶：今日

は佐藤会長が仕事の関係で

欠席のため私より挨拶いた

します。突然にふられた挨

拶のため準備もしていませ

んでしたので何を話そうか

と？今日は恒例になっています麻雀大会です。いつも通り楽しく

過ごしましょう。 

ゲスト 小林会員夫人・青山会員ご主人 

麻雀大会 場所：グランドニュー王子２F （18時 30分開始） 親睦委員会担当  

毎年恒例の東ロータリークラブ麻雀大会が開催された昨年の覇者は誰だか忘れたが今年も楽しく会は進められました。優勝・ 

準優勝・3位までの入賞者はニコニコを忘れずにお願いします。 

 

今年度の覇者は何と新人山田亮太会員でした。一度

もリーチを掛けずいわゆるダマテン？で4連続あがり

を見せその実力を見せつけた。2 位には同点となり年

齢順位と言う事で奥野会員3位には長岡会員となった。 

ダマテンの山田会員のコメントです。こんなモンじゃ!  

優勝：山田亮太会員      準優勝：奥野義雄会員      3位：長岡英幸会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか様々な賞の方々です。賞は忘れました？ 以上楽しいひとときを過ごしました。出来ればもう少しお酒を？中途半端に

飲むと体調が崩れると言う方々おられましたことを報告されて頂きます。（平田幹事よろしくお願いします） 

「交通安全講話」の実施 

令和 2年 2月 18日午前 9時 場所：苫小牧工業高等学校体育館 青少年奉仕委員：委員長 児玉会員  

苫小牧工業高等学校卒業生を対象に苫小牧警察署交通課のご協力を頂き交通安全講話を実施。北海道札幌方面苫小牧警察署交通

第１課企画係 北海道警部補 石田 基 様を迎えて卒業生に向けて交通安全講話を実地した。 

苫小牧東ロータリークラブ

出席者（佐藤会長・青山エ

レクト・平田幹事・菅野会

員・児玉会員・古宇田会

員・長岡会員） 

佐藤会長の挨拶に始まり引

き続き交通安全講話の講師

を務めた石田様より交通安

全の講話を話され卒業生の

皆さんが真剣に聞いていた。 

 

 

 



第３例会（2020.2.20通算 1301回）ゲスト卓話 苫小牧高専 機械工学科５年  

留学生卓話：アルヴィン・アランアポイ （マレーシア国籍 ２３歳）  

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 苫小牧ロータリークラブ会報が届いています。龍ケ崎ロータリークラブより会報が届いています。 

会長挨拶 皆さんこんにちは今日のプログラムは苫

小牧高等専門学校を本年春に卒業されるアルヴィンア

ラン・アポイさんの卓話です。4 名来る予定でしたが 1

人で 30 分ですので大変と思いますがよろしくお願いし

ます。本日例会前に臨時理事会を開きました。米山記

念奨学・学友委員会より「ロータリー米山記念奨学生

の世話クラブとカウンセラーのお引き受けについてお

願いが届きました。具体的には、苫小牧駒澤大学に留学

している中国籍の 4年生の男子です。期間は、4月から 1年

間です。クラブが活性する良い機会だと思いますのでよろしくお願いします。また今月 18 日は苫小牧工業高校においてこの春卒

業する 3 年生を対象にした「交通安全講話」が 27 回目の開催となりました。講話は宮岡校長先生との懇談のあと苫小牧警察署石

田警部補からお話をいただきました。主にドライブレコーダーの生々しい事故映像を解説し卒業生の皆さんも興味深く真剣に見

ていました。 

ゲスト卓話：苫小牧工業高等専門学校 機械科5年 マレーシア出身 アルヴィンアラン・アポイさん  

アランさんからは日本に来てからの楽しかった思いで話や辛かっ

たことなど様々な出来事を話してくれました。特にスキーに行っ

た時に初めてにもかかわらず上位者が滑る頂上まで行ってしまい

下りるのに大変な思いで滑って来た事や日本語が最初は聞き取れ

ず苦労をしていたこと。多くの友人や先生方が優しく助けてくれ

た話をしてくれました。最後にロータリーの皆さんにはい

つも美味しいものをご馳走いただき心から御礼申しあげま

す。北海道に来たときにはどこかでまだお会いできること

を願っています。 

※アランさんは高専卒業後の進路先は愛知県にある豊橋技

術科学大学に進むそうです。どうぞお体にはご自愛され今

後のご活躍を期待しております。（東ロータリークラブ会員一同より） 



2020年 3月 22日（土）午後 1時 30分～インターシティミーティング 

15時 15分苫小牧北ロータリークラブ創立 50周年記念式典   

場所：グランドニュー王子３Fグランドホール 150名～200名の参加 

胆振東部地震報告・国際ロータリー第 2510 地区 社会奉仕委員長 高山 和宏様より「胆振東部地震を振り返って」と題して報

告があった。 

 

第 4例会（2020.2.27通算 1302回） 会員卓話 水野 博会員  

2 月 1 日付けで新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められました。新型コロナウイルスの流行により 2 月 26 日苫小牧東

ロータリークラブ臨時理事会において期間を限定し例会の取り消しの判断に決定しました。 

苫小牧東ロータリークラブ定款第 7 条第 1 節例会（ｄ）取り消し（３）「全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場

合に基づき例会取り消し：例会取り消しは 2月第 4例会会員卓話：3月第 1例会会員卓話です。 

水野会員・横山会員による会員卓話の予定でしたが水野会員・横山会員には日をあらためて卓話をお願いします。 



2月ニコニコ   

2月6日  10000円 

2月13日 2000円 

2月20日 14090円 

その他 新会員ニコニコ22名 22000円  

合計金額 48,090円 

 

 ２月６日 ２月１３日 ２月２０日 ２月２７日  

出席数 ２３名 ２５名 ２２名   

出席率 82.14％ 92.59% 81.48% %  

2月の誕生・創業祝い  

      ２月の誕生祝        ２月の創業祝い 

  木本 宏会員 S33・2・15 

  長岡 英幸会員 H6・2・20 

     

 

 

  

 

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 

３月例会プログラム予定 

第１例会(5日)   移動例会 12：30～ 例会取消（定款第7条第1節例会（ｄ）取り消し（３） 

第２例会(12日)  夜間例会 18：00～ 上記により例会取消 

第３例会(19日)  会員卓話 12：30～ 上記により例会取消  

第４例会(26日) ゲスト卓話12：30～ とまこむ道新編集長：山田様・苫小牧観光協会：中村様 

編集室談話；新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大に伴い発生源である中国を始め各国で広がりを食い止めるため

の施策が行われています。武漢では突貫工事で大きな病院も出来上がり延長された春節休暇が明けた日から稼働を始め

るそうです。通勤や通学で多くの人々が動き始める中、健康被害が抑えられることを願っています。 ２月は北海道の冬

の観光シーズン真っ只中。札幌では雪まつりもあり気持ちはわからなくもないですが「中国人の入店お断り」とする店

が出てくるなど過敏な反応も見られました。ヨーロッパではアジア人全体を保菌者と見るところも出てきました。理性

のもとに抑えられている人種差別的な感情がこういう時には現れてしまうのでしょう。せめて私たちロータリアンはこ

のような考えを持たないよう心がけたいと願うところでした。             会報雑誌委員会 長岡英幸 

 

 

 

 

 

 

 

会報雑誌委員会 長岡                                                                          
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