
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/ 

【1月プログラム】 ～職業奉仕月間～

第1例会（5日） 休 会 （定款第7条第1節）

第2例会（12日） 定例理事会 夜間例会 18時～
「会員・家族・留学生 新年会」

第3例会（19日） 新会員卓話 熊谷史恵 会員

第4例会 （26日） クラブ協議会（上期活動報告）

●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

【2月プログラム予定】
～平和と紛争予防 /解決月間～

第1例会（2日） 定時理事会 ゲスト卓話
苫小牧市立東中学校 校長 五十嵐 昭広 様

第2例会（9日） 夜間例会 18時～
グランドホテル 会員卓話 斎藤英明 会員

第3例会（16日） 移動例会 （現地 12時20分集合）
北洋大学 キャンパスカフェ 「スエヌテラ」

会員卓話 奥村訓代 会員
第4例会 （23日） 休会 定款 第7条第1節

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

・斎藤英明 会員 ・石澤 智 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 5,574円

財団寄付BOX 6,627円 1/12
27名 出席率 87,50％

1/19
23名 出席率 81,25％

1/26
26名 出席率 87.50％

～疫病予防と治療月間～

・土地家屋調査士佐藤史典事務所
・ （株）内海鉄工場・集

総額7,000円



岩﨑定彦

第2例会 1月12日 夜間例会

「会員・家族・留学生 新年会」

会長挨拶

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。又
今年度の下期も今日から始まりますので宜しくお願い致します。
今年もコロナ禍が何か感染拡大するような気配を感じます。心配では

有りますが今年の干支は「兎（うさぎ）年」で有ります。うさぎ年は
「飛躍」の年と云われておりますので、うさぎ年の方にあやかり皆さん
飛躍出来る一年で有る事をご祈念申し上げます。

今日は、当クラブの今年最初の例会ですが、新年会を例会後に開催いた
します。親睦委員会が企画を考えてますのでどうぞお楽しみにして頂き
たいと思います。家族会員留学生総勢46名の参加です。

米山記念奨学生 ニューチョウン バオ チャン

苫小牧工業高等専門学校の留学生の皆様

岩﨑智美様

岩﨑定彦様 尾崎伸乃介様

村川真奈美様

大沢理絵様

余興（民謡）



第3例会 1月19日（木）

新会員卓話 熊谷 史恵 会員

メイクアップのご紹介をさせて頂きます。苫小牧RCからお越しの櫻田泰清様です。
RCに入会して１９年になるとの事です。私も良く知っている方です。
先週の例会は、新年会を会員家族留学生と総勢46名で楽しく終える事が出来ました。
有難う御座いました。
特に奨学生バオチャン始め、工専より留学生が８名も参加して頂きました。
親睦委員会が新年会を盛り上げて頂き又、久し振りに近くで生の民謡を聞くことが出
来ました。当クラブの二代目の会長さん岩崎良一さんのご家族が来ておりました。驚
いたと共に歴史を感じました。

会長挨拶

熊谷 史恵 会員 自己紹介

3姉妹のA型 へび年
18歳から飲食業に飛び込み、今年で飲食業歴
28年。20代のころに母と一緒にスナックを立
ち上げるが、子供が生まれると同時に一度お
店を閉めることに。再び、35歳で「集」を創
業し、現在に至ります。
「集」というのは皆が気軽に集まれる場所に
したくて名付けたそうです。



総勢１８０名の参加者でしたが、久し振りに大き
な宴会でした。今年で創立７０周年を迎えるとの
事で力が入っておりました。

今日は第二回目の「クラブ協議会」を田辺真樹
ガバナー補佐をお迎えして開催致します。

第4例会 1月26日（木）

クラブ協議会（上期活動報告）

今日のメーキャップ先週も来
て頂きました苫小牧RCからお
越しの櫻田泰清様です。

本日は、今年度初めて例会
に参加して頂いた奥村会員が
お越しです。

２４日に苫小牧青年会議所
の新年交礼会に来賓として参
加して来ました。

会長挨拶

会員増強部門

各委員会報告

全会員今年度7月1日から佐
藤靖浩会員からの引継ぎで
石澤智さんに変わりました。
そして緒方沙織会員から夫
の緒方康人さんに変わりま
した。7月1日より新会員と
して木村美砂江さんが千葉
会員のご紹介と言う事で入
会致しました。

鈴木 浩之 総括

公共イメージ部門

斉藤 英明 総括

【 プ ロ グ ラ ム 担 当 】
水野博会員
プログラム担当として4つ
の目標に取り組むことを
定めておりました。会員
及ゲスト卓話の日程・
テーマについては、卓話
者の御協力の基、スムー
ズに進める事ができまし

【広報・会報担当】 山田亮太会員
会報のデザインを一新し、初めて見た人でも分かるよ
うに、より簡潔に内容をまとめれるようにしました。
また、写真を多くとり残し、LINEのアルバム機能を使
用し、会員であればいつでも写真をみれるようにしま
した。ホームページへの最新情報の掲載も迅速に行い、
できるだけ、あたらしい情報をお届けできるようにし
ました。

【ＩＣＴ担当】佐藤 聰 会員
1.クラブＨＰの更新を、他の委員と協力しな
がら随時行い、クラブの最新の情報を発信し
ます。
2.マイロータリーの会員登録を推進します。

【ロータリー研修委員会】水元修治会員
1.ロータリーミニ情報の配信（7月から12月まで、9回
会員向けにmail発信。）
2.地区情報委員会主催の「12グループ・ロータリー情
報委員会」との座談会に出席
3.卓話①9月08日（夜間第二例会）、インフォーマル
ミーティング「新入会員のための卓話」②12月01日、
ロータリー特別月間「疾病予防と治療月間に因んで」

また12月の例会から参加して頂いている熊谷史恵
さんは下期の1月からの入会が決まって居ります。
奥野会員のご紹介となって居ります。下期も1人で
も多くの新入会員が入会できる様に努めます。

た。オンライン例会も11月に龍ケ崎中央RC・グア
ムサンライズRC様とクリスマスドロップ作戦及び
グアム平和寺への寄贈の件について行いました。
引き続き各委員会と連携、協力を得て新型コロナ
ウイルス 感染症対策を行い例会に出席したくな
る様なプログラム作りを進めていきたいと努力し
ます。



クラブ管理運営部門

佐藤 史典 総括

【未来ビジョン委員会】
委員長 佐藤 史典 会員

9月第四例会にて［未来
ビジョン策定委員会］にお
ける卓話を行いました。
国際ロータリーのビジョン
声明。国際ロータリーの戦
略的目的、第2510地区年次
目的の再確認を行い、クラ

【親睦委員会】青山会員

7月14日 (木）夜間例会新入会員 歓迎会グラン
ドホテルニュー王子
7月16日 (土)会員・家族ハスカップ狩り頗美宇農
園（木本会員の農園）
8月 4日 (木) 夜間例会納涼ビールパーティー グラ
ンドホテルニュー王子
9月25日 (日)会員・家族ぶどう狩りフジモリ果樹
園
10月8日 (土)パークゴルフ・ジンギスカンアルテ
ンパークゴルフ場
12月8日 (木） 夜間移動例会会員・家族クリスマ
ス会＆忘年会アールベル アンジェ

【ＳＡＡ担当】 担当委員長 木村 京子会員

1.スムーズな例会運営のため、各委員会と連携し
連絡をしっかり取り合います。→
年度1年分を3か月ごと計4回に分け主担当者を決
め、委員内部にて確認のうえ活動してまいりまし
た。会員内にて相互に確認、協力することでス
ムーズに例会開始への促しができていたものと思
います。また主担当を決めることで会員各々が偏
ることなく経験できるため、役割分担を決定する
ことは良いものと思いました。

2.ビジター、ゲストスピーカーの皆様、会員を笑
顔であたたかくお迎えし、楽しい時間を過ごして
頂けるように努めます。→ゲスト来賓等 不憫の
ない様、お招きできたものと思います。

3.会員相互の親睦を図るため、座席を変更します。
→会員相互の親睦を図ることを目的とし3か月に1
回の割合にて座席をくじ引きにて決定させて頂き
ました。

【出席担当】担当委員長 千葉 千鶴子会員

1.出席情報を会員に知らせるとともに会報に記載
します。→例会時において各委員会報告にて、出
席者人数集計結果につき随時発表させて頂きまし
た。例会記録作成につき南沢会員への報告および
会報雑誌・広報委員会 山田会員と連携し、クラ
ブ会報に掲載させて頂きました。

2.メーキャップの推進、クラブ奉仕活動等の出席
の推進 →親睦。SAA、プログラム担当と連携し、
奉仕活動等への出席につき随時実施させて頂きま
した。

3.100％ 出席者への表彰を行います。→本年6月に
取りまとめのうえ発表させて頂きます。なお12月
最終例会時点において100%出席者は16名となって
おります。

奉仕プロジェクト
部門

長岡 英幸 総括

【社会奉仕担当】 担当委員長 児玉和雄
1.継続事業として、053看板清掃と周辺清掃を国際奉仕委員会・脊少年奉仕委員
会と連携し、留学生との交流、親睦が出来る活動を行う。これは下期活動予定
です。
2.苫小牧工業高等学校卒業生対象交通安全講和を、青少年奉仕委員会と連携し
苫小牧警察署に依頼し実行致します。下期活動予定です。
3.公共事業の奉仕活動に積極的に参加する。・・令和4年10月27日第4例会に
赤い羽共同募金を実施いたしました。
募金金額は、11,932円を北海道共同募金会にお渡し致しました。

ブが中長期に渡る計画を持つことで、その目的に
対する活動は継続性が求められ会員の意識向上に
つながることが期待される旨を確認致しました。
基本的かつ抽象的な内容ではありましたが、最後
に［会員満足度アンケート］たるアンケートを実
施させて頂きました。
会員への報告行えておりません。反省点として上
げさせて頂きます。 アンケート結果は早めに
フィードバックしたいと思っておりますが、現時
点会員への報告行えておりません。反省点として
上げさせて頂きます。



【職業奉仕委員会】 担当委員長は 奥野義雄会員
「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」という職業奉仕の理想のモットーに職業奉仕
活動を進めてまいります。「活動計画」

１ 第三例会において「4つのテストの斉唱を行う。
第3例会において実施しています

２ 中学生を対象にした「職業体験」を実施する 菅野会員のスガノ―オート㈱にて市内中学
生を対象とした「職業体験」を9月6日、10月12日、11月17日と3回実施しました。

３ 会員の「職業見学」の実地 新型コロナウイルス感染拡大の影響で現在も人が集まるイベ
ントや会合が行えない状況が続き現時点では実施されていません

４ 職業奉仕月間第3例会にて職業奉仕の基本理念について卓話を行う
１月職業奉仕月間 第3例会にて「職業奉仕卓話」を予定おりましたが日程変更により実
施させていません。

【国際奉仕委員会】 担当委員長 小幡直樹会員
上期の報告です。去る11月10日にクリスマスドロップ作戦をリモートでつなぎ、苫小牧、グァム、竜ケ
崎中央と結び行いました。
ゲストに、地区からは国際奉仕・VTT委員会カウンセラーでパストガバナーの福田武男様、第12グルー
プガバナー補佐の田辺真樹様、地区ICT委員長の堀元雅司様、苫小牧市長岩倉博文様を迎えリモートで
は竜ケ崎中央RCの横山善英様、グァムからはグァム日本総領事の小林敏明様、南太平洋戦没者慰霊協会
理事青木一美様、クリスマスドロップ作戦米軍会長パブロ・ゴンザレス・・マルティネス曹長様、サン
ライズロータリークラブからは坂元吉裕様を迎えて滞りなく行うことができました。
当クラブと、竜ケ崎中央RCクラブから支援金、そして、当クラブから、ドロップボックスに貼るステッ
カー、我無山平和寺に国旗３枚、ろうそく、御線香1年分を送りました。最後に、福田武男様、小林敏
明様、岩倉博文様から、ご挨拶をいただき、無事に支援式典を終えることができました。
その後、会食をして、2次会を1階のロビーの喫茶部で行い解散をしました。
当日、御参加いただいた会員の皆様には、本当にお世話になりました、改めて御礼をお申し上げます。
残りの計画は下期の予定です。
予定ができ次第、告知をしますので、ふるってご参加くださいますように、お願いいたします。前年同
様コロナ感染がまだ終息とは言えない関係様々な活動に制限がありますが各委員会と連絡を取りながら
奉仕活動をコロナ禍でも可能な新しい形を模索しながら奉仕活動をして行きます。会員の皆様の健康を
含め今年度は各委員会と連携をとりながら行動して行きます。

【青少年奉仕担当】委員長 小林 忠男
活動方針
本年度の会長方針 (寛容な心で奉仕とクラブ作り未来あるロータリー作り) に基づき、継続事業を含
め青少年の育成を目標に、下記の様に事業を計画し奉仕活動を実施したいと思います。
1、年少者に対して管内在住の外国人講師による各国の童話等の「絵本の「読み聞かせ」会の実施
2、苫小牧少年少女合唱団の活動に対する支援。
3、「苫小牧東ロータリー杯 第39回苫小牧地区小学生バドミントン大会」の開催。
4. 中学生を対象にした「職場体験」活動への支援 (職業奉仕部門と連係)
5、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による交通安全講話の支援。(社会奉仕部
門と連携)
6、 苫小牧工業高等専門学校の留学生と共に市内に設置したゼロゴミ看板の 清掃と周辺のごみ拾い清
掃を環境保全及び啓蒙を活動目的に実施。清掃活動後 留学生 市職員・会員家族と共にバーベキュー
パーティーで親睦を深める視(国際奉仕・社会奉仕部門と連携)
7. 大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会への支援。

①コロナの関係で中止となりました。
②11月 山本会長を例会に招き100,000円を支援致しました。
③7月18日 総合体育館にて実施致しました。
④10月東中学校生徒を対象に12月明野中学校生徒を対象に今年度は2回実施致しました。2度ともスガ
ノオートさんにお世話になりました。
⑤⑥については下期の活動となります。
⑦コロナの関係で中止となりました。



ロータリー財団
部門

佐藤 正 総括

ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が、人びとの健康状態を改善し、
質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じて、
世界理解、親善、平和を構築できるよう支援することです。そしてこれらの活
動を苫小牧東ロータリークラブも未来に向けてクラブ独自の長期計画(戦略)を
作成してロータリークラブ・セントラルにクラブ目標を登録してしっかりとし
たクラブ目標を達成する事です。今年度は下記の目標を設定致しました。

1. 年次基金一人当たり 150ドル
2. ポリオプラス一人当たり30ドル
3. 第4例会では財団ボックスにて善意の寄付をお願い致します。
4. 次年度用に地区補助金を5月エンドまで申請をしましたが、プログラムの内
容によっては財団チームが作成では無く、地区補助金を活用する奉仕プロジェ
クト部門が本来なら行うべきです。
5. ロータリー財団寄付の認証の確認を上期、下期に必ず行う。
6. ロータリー財団の理解を会員に周知するためのインフォーマルもしくは卓
話を行う。
2023•01.26 上期ロータリー財団活動報告
●上記 1・2・3 については現状上期について全ての会員に寄付を頂いており
ます。
● 4の申請は今後の課題ですが本年度は国際奉仕のクリスマスドロップ作戦及
び南太平洋戦没者慰霊碑の国旗、我無山平和寺の御線香、ロウソクを寄贈の地
区補助金を申請致しました。地区への活動報告書は国際奉仕委員会で作成中で
す。
●上期の財団寄付金は添付資料を参照して下さい。
●ロータリー財団の会員の理解は大切な事です。財団の資料を作成して卓話を
2022年11月24日に行ったが残念なのはクラブの出席者が少なく、クラブ会報に
も内容が掲載されていなかった。

2022-23年度 上期活動報告上期の報告としましては、会員皆様方の協力によ
りまして寄付金が順調に進んでおります。大変、感謝申し上げます。
上期8月例会にて、米山功労者第3回マルチプルが斉藤英明会員又、米山功労
者第1回が佐藤史典会員でした。
・クラブ寄付 (BOX) は36,809円で合計累計額は1, 544,469円普通寄付上期分は
64,000円で合計累計額は2,964,000円特別寄付上期分は192,000円で合計累計額
は10,284,660円
・米山奨学事業に関する資料の提供ですが、 9月に新しい米山記念奨学事業豆
辞典の発行がありましたので配布をさせていただきました。

米山記念奨学
委員会

菅野嘉一委員長

・米山に関係する方の卓話でありま
すが、当クラブの奨学生であります
ニューチョウンパオチャンさんに自
己紹介と米山奨学生としての感想や
役に立ったこと、今後の希望につい
ての卓話をいただきました。以上で
す。
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内海 雅義 会員

佐藤 史典 会員

田辺 ガバナー補佐

総額 7,000円
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