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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 

                                     

 

６月例会記録  

点 鐘 会長 佐藤 聰 

斉 唱 君が代 奉仕の理想 バースディソング 

幹事報告 幹事 平田幸彦：苫小牧まちを緑にする会より議案書が届いています。苫小牧RCより例会変更の知らせが届いていま

す･苫小牧RC会報が届いています。ホテルグランドニュー王子より社長退任と就任の挨拶が届いています。東京玉川RCよりバナー

が届いています。 

誕生日 内海会員･吉田会員  

（※東ＲＣ及び関係各位については敬称を略させて頂きます） 

※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） 

会長挨拶  皆さんこんにちは。2 月 27 日（木）第 4 例会から、休会が続いていましたがついに例会を再開させることが出来ま

した。まずは皆さん拍手で祝いましょう。 

皆さんお元気でしたでしょうか。理事の方は 2 週間に一度理

事会を開き顔を合わせていたのですがこのように、ほぼ全員

の会員が一同に会することは３か月ぶりです。本当にうれし

いことです。よかったです。改めてクラブの良さを再確認で

きたと感慨深く思います。 

今日は4月から１年間苫小牧東RCでお世話させて頂く米山記

念奨学生を紹介します。中国瀋陽市出身の「徐 瑞見」（ジ

ョ ズイケン）さんです。苫小牧駒澤大学の 4 年生です。今

年は札幌で行われる予定だった米山のオリエンテーションが行わ

れず 4 月になっても奨学金を受け取ることができずステイホーム

で国にも帰れず不安の中過ごしていたのではないでしょうか。後

ほど 6 月分の奨学金授与とちょっとだけ自己紹介をして頂きま

す。よろしくお願いいたします。 

米山奨学生は、月に１度例会に参加することが義務づけられてお

りクラブの行事にも可能な限り参加してもらいます。そのための

費用も米山事務局から頂いています。日本語は完璧ですので皆さ

第１例会 6月4日 （木）次年度クラブ協議会 

第２例会  6月11日（月）オンラインテスト例会 

第３例会 6月18日（木）今年度クラブ協議会 

第４例会 6月25日（木）最終例会（新旧バッジ引継ぎ・山田会員歓迎会・児玉会員傘寿のお祝い） 
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ん近くにいたらどんどん話しかけて下さい。徐君の名刺も発注しましたので次回は名刺を配ってもらいます。１年間よろしくお

願いします。 

今日は、次年度のクラブ協議会ですので、私の挨拶はこれくらいにさせて頂きますが次回例会のことだけ説明させて頂きます。 

次回は、第 2 例会なので通常は夜間例会ですがお昼 12：30 よりオンラインテスト例会を行います。理事会ではコロナウイルスの

第２波・第３波が来ることを見すえて非常時でも会員同士がオンラインで繋がる環境を整えいつでもオンライン例会ができるよ

うにしようと取り組んでまいりました。 

まず先週理事全員の間でオンラインソフト「zoom」を使って会議ができるようになりました。今度は会員全員が「zoom」で繋が

ってオンライン例会ができるようにそのテストとして、来週のお昼 12：30からオンラインテスト例会を行います。 

どうしてもパソコンが不慣れな方は、スマホにもアプリをインストールできます。６月１１日（木）の 12：30迄には全員が zoom

を利用できオンライン例会に参加できることを目標にします。オンライン例会の構成はこれから役員とＩＴ委員長で内容を煮詰

めます。よろしくお願いいたします。 

以上、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

6月奨学金を会長から徐 瑞見」（ジョ ズイケン）さんに 

3月から 6月までの誕生日を迎えられた会員 

 

第１例会（2020・6・4通算１３０２回） 次年度クラブ協議会 

青山次年度会長より挨拶がり時間の関係で次年度委員会委員長より次年度活動報告が発表された。 

会員増強委員長：佐藤聰会長・広報委員長：古宇田会員･親睦委員長：佐藤史典会員･社会福祉委員長：児玉会員･職業奉仕委員

長：横山会員･国際奉仕委員長：佐藤正会員（欠席）青少年奉仕委員長木村会員･ロータリー財団：水元会員･ 以上 

 

第２例会（2020.6.11 通算１３０３回）オンライン例会 

点 鐘 会長 佐藤 聰 

幹事報告 平田幹事より： 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。今日は、はじめてのオン

ライン例会を開催させて頂きます。オンライ

ンテスト例会ということで、まず、会員同士

がオンラインで繋がることが目的の例会で

す。休会期間中、2 週間ごとに理事会を開催

しておりましたが、理事から、先をみすえ

て、これからの新型コロナウイルス感染の第

2 波・第 3 波に備え、またいつ、休会が続く

状況になるかわからないので、オンライン例

会を開催できるよう準備をしたらよいのでは

ないかと、意見がございました。私も、本当

に実現できるのかどうか不安なところもあっ

たのですが、やってみようということで、パ

ソコンにカメラが付いていない会員も多数お

りましたので、クラブでカメラを購入して、

オンライン環境を整え、長岡ＩＴ委員長の指導のもと、ＺＯＯＭのインストール方法の講習も行い、今日を迎えました。昨日の、

日経流通新聞の 2020 年上期ヒット商品番付で東の横綱に「オンライン生活ツール」が入りました。在宅勤務やオンライン飲み会

が広がり、ｚｏｏｍをはじめとするオンラインソフトやパソコンカメラが好調とのことです。我がクラブは時代の最先端を走っ

ているのかと思います。 

国際ロータリーもオンライン例会を奨励しています。6月 20日から 26日まで、2020年バーチャル国際大会がオンラインで初めて

開催されます。無料で参加できるそうです。詳細はマイロータリーに大会のページがございます。ここから「サインアップ」と



いうところをクリックすると登録の手続きに

入ります。また、報告ですが、今週火曜日の6

月 9 日に苫小牧市医師会でフェイスシールド

の贈呈式が行われ、橘ガバナー補佐と苫小牧

の 3 ロータリークラブの会長と共に出席して

きました。この、フェイスシールド寄贈プロ

ジェクトは、愛知県のロータリークラブにフ

ェイスシールドを作っている会社の会員が在

籍していて、ロータリーマークの付いたフェ

イスシールドを1セット100円で製作し販売し

ています。これを我々の 2510 地区でまとめて

購入し、第 12グループでは、1920セットが割

り当てられ、医師会・歯科医師会・獣医師会

に寄贈させて頂きました。東クラブの負担は

30,000 円弱です。沖 苫小牧市医師会会長様

から感謝状と謝辞を頂きました。式には、北海道新聞社・苫小牧民報・苫小牧ケーブルテレビの 3 社が取材に訪れておりました。 

 

そして、今日の例会の流れですが、この後、幹事報告・各委員会報告を行い、せっかくオンラインで会員が繋がっているわけで

すから、オンラインを実感する為に、一人 1 分以内で、近況報告といいますか、仕事のことでも、ステイホームのことでも、オ

ンラインに対する考え方でも、なんでもいいですので、順々にご発言をお願いします。進め方は、後で説明させて頂きます。 

 

本日例会 「ZOOMによるオンライン例会」 

皆さんお疲れ様でした。全会員が参加出来たとは言えませんが皆さんの協力のもと「ZOOM」での例会できました。ご協力ありが

とうございました。またスマホでの例会参加に不備があった事にお詫び申しあげます。次回会員全員が参加出来るよう進めさせ

ていいただきます。（ZOOM例会実行委員会より） 

 

第３例会（2020.6.18 通算１３０４回 クラブ協議会）  

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 報告事項はありません。 

会長挨拶 

 皆さんこんにちは。今日は第 2510 地区第 12 グループの橘ガバナー補佐にお越し頂いております。お忙しいところ誠にありがと

うございます。後ほどクラブ協議会のご講評をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

さて今年度も残すところあと 2 回の例会となりました。そして今日の例会から感染予防をしたうえですがいつも通りの食事付き

の例会を開催させて頂くことが出来ました。本当にうれしく思います。叶うならばこのままコロナが終息して今までの日常を取

り戻せることができると良いのですがワクチンや治療薬が世に出回るまではコロナと共存するウィズコロナの生活を続けること

になります。そして第 2波・第 3波に備えなければなりません。 

 

苫小牧東ＲＣは会員皆さんのご協力のもとオンライン例会を開催できる力を身に付けました。もし再び緊急事態宣言が発令され

ても例会を休会することなくオンラインで会員同士が繋がり例会を開催できます。 

そして次年度のオンラインの取り組みはＩＴに詳しい役員がそろっておりますので前回はテストを兼ねた例会でしたがさらに中

味の充実したオンライン例会が開催できるものと期待しております。よろしくお願いいたします。 

今日は今年度最後のクラブ協議会です。これまでに経験したことのない歴史に残る年度となり当初の活動計画を実行できない事

業もございますが担当役員の皆様ご報告をよろしくお願いいたします。 

 



第３回クラブ協議会 

開会 平田幹事より開会宣言   

佐藤聰会長挨拶の後に各委員会より活動報告 

1,会員増強維持委員会委員長 藤森善子 2,クラブ管理委員会委員長 青山晴美  3、クラブ広報委員会委員長 長岡英幸 

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･米山委員長 小幡直樹より 順に活動報告があった。 

閉会 平田幹事 

総評：橘ガバナー補佐より 

6 月に入ってよくやく例会が再会され私も各 RC の例会に参加

させて頂いておりますが協議会における上期･下期の報告が今

回のようにコロナの関係で下期の報告は大変難しい事だと思

います。インターシップの日より苫小牧ではコロナ感染者が

見つかりましたがそれ以来ロータリー活動が難しい状態でし

た。その中でも活動が出来たこと大変お疲れさまでした。ま

た第 12 グループでは医療従事者の皆様にフェイスシールドの

寄贈を出来た事に感謝申しあげます。 一年間の皆様の活動に感謝申しあげ御礼の挨拶とさせて頂きます。  

 

（広々とした会場での協議会の様子です） 



第 4 例会（2020.6.25 通算 1305 回 夜間例会））夜間例会（新旧バッジ引継ぎ・山田会員歓迎会・児玉会員

傘寿お祝い）18時 00分より場所：グランドニュー王子１６F 

点 鐘 会長 佐藤 聰 

斉 唱 それでこそロータリー 

幹事報告 平田幹事より 苫小牧ライオンズクラブ60周年記念誌発刊の挨拶が来ています･苫小牧RC例会変更のお知らせが届いて

います。･北海道新聞社苫小牧支店支社長交代のご挨拶が届いています。 

会長挨拶  

皆さんこんにちは。ついにこの日がやって来ました。今年の2

月から、行動が制限され、我々のクラブも、6月より例会こそ

開催できましたが、このように、会員一同皆が顔を合わせ

て、お酒を飲みながら会食ができること、本当に灌漑深く、

おそらく、今年度は出来ないのではないかと思っていました

ので、本当に嬉しく思います。しかしながら、コロナが終わ

ったわけではないので、ソーシャルディスタンスの考え方を

守り、お酒が入ると忘れてしまいがちですが、みなさん、大

声を出したり唾を飛ばして会話をしたりせず、ロータリアン

らしく、会話とお食事とお酒を楽しんで頂きたいと思いま

す。今日は、山田新会員の歓迎会と児玉会員の傘寿（さんじ

ゅ）のお祝を兼ねております。当初の予定では、2月から3月にかけて、それ

ぞれ別々に行う予定でしたが、延び延びになり、山田新会員・児玉会員には

申し訳ない思いです。なんとか年度内に開催できました。ありがとうござい

ます。 

さて、1 年間、私のような何の経験もない若輩者を、2019-2020 年度の会長に

して頂き、引き立てて頂いた諸先輩の皆様をはじめ、会員の皆様に心より感

謝申し上げます。当初、幹事にお願いしていた鈴木幸忠さんが病に倒れてし

まい、急きょ幹事を引き受けて下さった、平田幹事には厚く御礼を申し上げ

ます。ありがとう

ございました。ま

た、事務局の松岡さん

は、いつも明るくニコニ

コ接して下さいました。

ありがとうございまし

た。これからも、持ち前

の明るさで、次年度の役

員を引き立てて頂きます

ようお願いします。 

 

さて、次年度の役員は、東クラブ 2 人目の女性会長となる、青山会長、そして斉藤幹事、長岡副幹事です。経験豊富な頼もしい

役員です。翌年のクラブ創立 30 周年を意識した年度になると思いますが。青山会長が掲げるテーマを実現できますよう最大限の

協力をさせて頂きます。青山会長・斉藤幹事・長岡副幹事のご活躍を祈念して、ご挨拶とさせて頂きます。皆様、1年間本当にあ

りがとうございました。 

 

児玉会員傘寿のお祝いおめでとうございます。まだまだいろんなことにチャレンジし趣味のボウリングやゴルフを楽しみながら

元気にご活躍下さい。 

山田会員入会おめでとう御座います。これからのご活躍期待しております。 



６月ニコニコ   

6月4日 8000円 

平田幹事より10000円 

 

合計金額 18,000円 

 

 

 6月4日 6月11日 6月18日 6月25日  

出席数 25名 26名 27名 27名  

出席率 89.29% 96.30% 96.43% 96.43%  

 6月の誕生・創業祝い  

      6月の誕生祝        6月の創業祝い 

内海雅義会員 S27・6・9 奥野義雄会員 S62・6・2 

  吉田正範会員 S38・6・27 木村京子会員 H24・6・1 

    

 

 

 

 

   

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 

7月例会プログラム予定 

第１例会(2日) 役員就任挨拶 12：30～ （会長・幹事・他） 

第２例会(9日)  オンライン例会12：00～ 

第３例会(16日) クラブ協議会 12：30  

第４例会(23日)  休 会  （定款大8条第1節により） 

第５例会(30日) 会員卓話   12：30～ 前年度加入の南澤新入会員卓話  

※尚、コロナ感染状況により ZOOMによる WEB会議に変更あり 

 

 

皆さん一年間大変お疲れ様でした。今月の会報掲載で次年度へと引き継がれるわけですが皆様のご協力をいただきなが

ら無事終えることが出来ました。会員皆様をはじめ広報員会の皆様には心より御礼申しあげます。一年間ありがとうご

ざいました。 

広報雑誌担当一同 
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