
●例会場　ホテルサンルート室蘭
●例会日　毎週火曜日　12：30　P.M.
●事務所　室蘭市中島町2丁目28-6
●電話　0143-45-6569　●FAX　0143-50-6578
●URL  http://murokita-rc.org/
●E-mail  mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

各種記念日

ニコニコＢＯＸ

１．本間奉仕プロジェクト委員長より
　　カントリーデー、交通安全啓蒙活動の件
　　○カントリーデー
　　　９月 17日（土）９：45　向陽公園集合
　　○交通安全啓蒙活動
　　　９月 21日（水）・23日（金）・26日（月）
　　　12：30～13：00の 30分間
　　両活動とも、当日はクラブジャンパー着用を
お願い致します。

会長報告

１．ポリオ募金のお願い
　　お一人様 100円をお願い致します。
２．ワンコインニコニコＢＯＸご協力お願い致
します。

１．８月２５日（木）に開催されました、３ＲＣ合
同例会について、当日は会員 31名と事務局
合わせて 32 名が出席致しました。詳細につ
きましては、次週の会報に掲載いたします。

２．ツーデーマーチについて
　　別記いたします。

幹事報告

委員会報告

本日のゲスト

株式会社ハシモト　代表取締役社長
一般社団法人全国牛乳流通改善協会　会長
 橋本　正敏 様

出席報告

会員数
出席率

42名
61.90％

出席者数
欠席者数

26名
16名

藤井徹也（３ＲＣ合同夜間例会大盛況でした）
徳永賢二（室蘭北ＲＣコンペにおいて準優勝しました。
８月25日３ＲＣ合同例会が無事終了しましたので）
西尾静枝（ゴルフ連続ブービー賞いただきました）
内池眞人（コンペ優勝しました）
斉藤泰成（８月21日の同好会ゴルフコンペで入賞
いたしましたので）

２０１6年9月6日（火）　第2156回　例会

●７月は○○○○月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：徳永　賢二　●幹事：菅原　義男　●編集：クラブ管理運営委員会

2016～2017年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY SERVING HUMANITY
　「人類に奉仕するロータリー」
　　　　2016～2017年度 ＲＩ会長　ジョンF. ジャーム

室蘭北ロータリークラブ会報

誕生記念日　廣瀬　　禎 会員　８月24日

本日のプログラム

前回例会の報告

※ご都合お繰り合わせの上、是非ご出席いただき
　出席100％になりますよう、宜しくお願い致します。

次回の予定プログラム

第2155回（8月30日）例会記録

人類に
奉仕する
ロータリー

室蘭岳

本日献立 洋食ランチ（チキンマレンゴ風、ライス、
スープ、サラダ、ケーキ）

赤崎　幸三 会員
クラブ管理運営委員会

中華ランチ（中華風エビカレー丼、
サラダ、スープ、デザート）

クラブ管理運営委員会

次週献立予定

『ガバナー公式訪問』
○会長・幹事懇談会　　10：00
○第３回クラブ協議会　11：00
○ガバナー公式訪問　　12：30

卓話『老人介護施設の
　　　　入所から退所について』

※例会終了後、定例理事会を開催致します。

創立記念日　三村　博通 会員　８月22日

創立記念日　村井　幺乙 会員　８月22日

創立記念日　上口喜代志 会員　８月31日

前々回例会の報告

第2154回（8月25日）例会記録



　17時、我々室蘭北RCメンバーは、タクシーをチャーターし室蘭プリンスホテルへ。時間が早すぎ

て、他の室蘭RC、室蘭東RCメンバーはまだ来ておらず50分くらいの時間を緊張しながら待つこと

になりました。いよいよ、室蘭RC北川会長がゴングを鳴らし例会の始まりです。北川会長の挨拶が

始まり、室蘭RCから演壇に登壇し、会長より年度方針、年度事業、周年事業などを話し、担当役員、

委員長を紹介。次に室蘭東RC富田会長より紹介、最後に室蘭北RCより徳永会長が緊張しながら、無

事紹介を終えることが出来ました。これから先は美味しい料理を食べお酒を飲みながらの楽しい懇親

会です。廣瀬禎ガバナー補佐より、乾杯で始まりました。懇親会のアトラクションは3RC対抗デッキ

ゴルフ大会が行われ、北RCクラブの若手会員チーム（上口、工藤、西野、藤井、小野寺、猪俣、渡

部）が挑戦しましたが、見事最下位に終わってしまい来年リベンジすることを誓いました。最後に手

と手繋いでを歌い、中締め挨拶は室蘭東RC会長エレクト井上幸司会員が乾杯を行い無事終了致しま

した。皆さんお疲れ様でした。（文責　徳永）

３ＲＣ合同夜間例会
　日時：2016年８月25日（木）午後６時より
　会場：室蘭プリンスホテル

出席報告

会員数
出席率

42名
73.81％

出席者数
欠席者数

31名
11名

前々回例会のプログラム



前回例会のプログラム

卓話『生活習慣病予防に毎日1本の
　生活習慣づくり、始めませんか？』

株式会社ハシモト　代表取締役会長
一般社団法人全国牛乳流通改善協会　会長

橋本　正敏 様
クラブ管理運営委員会

　私が全国組織の代表を拝命した要因の一つに、

北海道と酪農の関わりや流通の変化が大きく起因

し、併せて、地域密着を旨とする全国の牛乳販売店

がその流通に今後深く関わることを訴え続けた

行動に対する期待感と考えられます。

　以下、今日に至る牛乳販売店を取り巻く環境と

推移についてお伝えします。

①北海道が酪農王国である所以

○大正時代に豊平水系の下、『県土県民』を旗印

に、雪印・サッポロビール・福山醸造が現苗穂

町に相次いで開設。正に、道が食糧生産拠点

の始まりとなった。

○北海道の気候がホルスタインの生活環境に

適している。

○抱負且つ良質な北海道の水資源は、良質な牧

草の生育に不可欠。

○特に、東部北海道では酪農が最適。

○生産量は全国の約52％で、不足気味のバター

や脱粉の生産特区を担っている。

②牛乳流通の推移

○昭和44年、よつば牛乳発足

　無調整牛乳の誕生→各メーカー取り組み開始。

○スーパーの台頭は「薄利多売」「大量生産（120

度２秒殺菌）」→１ℓ紙パックの開発を促進し、

低価格販売の実現で牛乳流通の主役は牛乳

販売店からスーパーへとシフト。

○一方で、牛乳販売店は各メーカーの開発する

機能性乳食品の宅配に傾注し今日に至るが、

健康志向の現代に宅配の特性がマッチし、特

に高齢者を中心に多くの支持をいただくとこ

ろとなり社団法人全国牛乳流通改善協会誕

生の経緯となった。

③宅配の特長

○低温物流、少量多頻度配達、訪問集金が主流

○健康志向、習慣性、リターナル瓶にて環境対応

④全国組織の構図

○農林水産省牛乳乳製品課・食品流通サービス

課関連の全国組織。「生産者・乳業メーカー・販

売店団体」酪農乳業界の一翼を担う。

⑤食品流通の現況における課題と対応

○地域の疲弊・人口減少→過疎化→地域小売店

の衰退→買い物弱者に対応

⑥今後の展望と指針

○オーソドックスな経営スタイルを、守るべき

プライドと定め今後とも地域密着型牛乳販売

店を貫き、ささやかに社会貢献に寄与する。

昭和24年、勇払郡追分町（現在の安平町）生まれ。
地元高校を卒業後、昭和43年から３年間、父が経営する
「冷凍食品製造業」に従事、仕事の手解きを受ける。
昭和46年、アイスクリームの卸業を起業。
昭和60年、株式会社ハシモトを設立。
平成に入ってから、地元スーパーの撤退に伴い、牛乳の
宅配業務も手掛ける。
平成17年、千歳市店開設、23年苫小牧支店開設。
25年富川、27年伊達・静内にそれぞれサテライトを設置、
現在に至る。
平成13年、日の出町２丁目第一町会　会長
平成16年、北海道雪印メグミルク協議会　会長
平成19年、室蘭市民生委員
平成24年、一般社団法人　全国牛乳流通改善協会　会長
平成26年、室蘭市保護司
剣道３段、カラオケ９段の腕前。



第２回クラブ協議会　議事録
日　時：平成２８年８月３０日（火）
　　　　１８：３０～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：徳永賢二、荒谷信幸、米塚豊、菅原義男、
　　　　松田博文、菅原正明、西尾静枝、
　　　　内池眞人、加藤栄吉、小野寺浩二、
　　　　廣瀬禎、藤井徹也、猪俣英二、工藤一人
【議　題】
１．ガバナー公式訪問について （承認）
　・横断幕の用意
　・例会終了後、記念撮影

議　事　録

平成28年度 室蘭北ＲＣゴルフ同好会

平成28年８月２１日（日）　於　室蘭ゴルフ倶楽部

内池　眞人
徳永　賢二
高岸　満則
廣瀬　　禎
西野　義人
斉藤　泰成
斉藤　富子
小野寺浩二
本間　　信
斉藤　　崇
徳永　悦枝
猪俣　英二
西尾　静枝
藤井　徹也

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

11位

12位

BB

BM

ニアピン

ニアピン

ニアピン

ニアピン

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

49

42

44

44

61

55

55

45

48

54

55

57

67

76

47

45

44

48

53

56

50

48

55

50

56

55

71

67

96

87

88

92

114

111

105

93

103

104

111

112

138

143

26

17

14

17

36

32

26

14

23

20

26

23

30

35

70

70

74

75

78

79

79

79

80

84

85

89

108

108

　開催日：2016年９月10日（土）・11日（日）
　会場：洞爺湖温泉湖畔遊歩道広場（主会場）
　受付：6：00（スタートはコースによって違い
　　　ますので申込書をご覧下さい）

ツーデーマーチについて
ウォーキング

　開催日：2016年９月10日（土）
　会場：洞爺湖温泉湖畔遊歩道広場（例年通り）
　集合時間：9：00くらい

お手伝い

※申込については各自でお願い致します。
※当日も受け付けます。
※申込書は事務局にございます。


