
●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.菅原正明Ｉ.Ｍ.親睦委員長より
　 １０月４日（火）11：30よりＩＭ親睦委員
会を開催いたします。出席を宜しくお願い致
します。

会長報告

１．ロータリーの友英語版の発行のお知らせが
届いております。ご希望の方はお申込み下さ
い。回覧いたします。

　　１部 540円　11月中旬発行
２．ポリオ募金のお願い
　 お一人 100円をお願い致します。
３．ワンコインニコニコＢＯＸご協力お願い致
します。

１．８月２５日の３ＲＣ合同例会の時にタクシ
ーを使った方は片道 800 円往復 1,600 円
を徴収いたしますので宜しくお願いします。

２．１０月２日（日）は地区大会です。
　　会場：札幌パークホテル
　　時間： 9：00　本会議
　　　　　13：00　記念講演
　　　　　16：00　懇親会
　　着席にてお食事、名前入りの席札が用意
　　されています。昼食は自由席です。
幹事報告

委員会報告

出席報告（９月２７日）

会員数
出席率

42名
66.67％

出席者数
欠席者数

28名
14名

高岸満則（ゴルフ同好会コンペ３回優勝しました）
藤井徹也（同好会コンペ、ニアピン賞いただきました）
徳永賢二（家族例会、ガバナー公式訪問無事終了しました）
三浦義隆（誕生記念日・結婚記念日につき）
斉藤崇（ボースカウトカントリーデー、知利別川清掃）
小野寺浩二（家族移動例会参加ありがとうございました）
菅原義男（ガバナー公式訪問、親睦家族例会）
本間信（ゴルフ同好会コンペ準優勝しました）
猪俣英二（少年野球始球式、暴投でした）
太田義則（結婚記念日につき）
内池秀光（私募債発行、ゴルフ６位入賞）
川本康裕（少年野球同好会、ＲＡＣアジア第１ゾーン）
廣瀬禎（ガバナー公式訪問、ゴルフ同好会入賞）

２０１6年10月4日（火）　第2160回　例会

●７月は○○○○月間です。
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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　斉藤　泰成 会員　９月28日

本日のプログラム 前回・前々回例会の報告

次回の予定プログラム

第2159回（9月27日）例会記録
第2158回（9月22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（パエージャ バレンシアーナ、
サラダ、スープ）

本間　　信 会員
クラブ管理運営委員会

村田　　博 会員
クラブ管理運営委員会

卓話『映画「モルエラニの霧の中」と
魅力・情報発信の localwiki について』

卓話『西いぶり食べ物
　　　　　ワンダーランド in 室蘭』

※例会終了後、定例理事会を開催致します。

結婚記念日　及川　　力 会員　９月19日

結婚記念日　澤山　　豊 会員　９月19日

結婚記念日　上田　恵子 会員　９月19日

結婚記念日　猪俣　英二 会員　９月24日

中華ランチ（飲茶定食）次週献立予定



出席報告（９月２２日）

会員数
出席率

42名
42.86％

出席者数
欠席者数

18名
24名

前々回例会のプログラム

親睦家族移動例会『余市蒸留所見学ツアー』

　９月２２日（木）、秋分の日にふさわしい好天に恵まれ、親睦
家族移動例会の「余市蒸留所見学ツアー」を行いました。当日は朝からバスでアルコールを含みながら、
賑やかに過ごすとニセコビュープラザを経由し、あっという間に余市ワイナリーに到着。ワイナリーの昼食
会場でハンバーグを頬張りながら限定ワインで舌鼓。その後、マッサン効果で観光客が押し寄せる、余市
蒸留所でウィスキー行程を学びました。各スポットでお土産を入手後、帰路では更に果物直売所でお土産
を買い込み、サンルート室蘭に無事到着しました。皆様、お疲れ様でした！



前回例会のプログラム

卓話『雑誌 ロータリーの友について』
内池　眞人 会員
加藤　栄吉 会員
松島　　茂 会員

クラブ管理運営委員会

vol.１　クラブ広報委員会
　　　　　　　　委員長　内池　眞人 会員
○－９月は「ロータリーの友』月間です。そこで、
ロータリーの友の理解を深め、親しみを持って
もらうよう、広報委員の３名（内池、加藤、松島）
で卓話をさせていただきます。

１ーはじめに
　『ロータリーの友』はロータリー地域雑誌と呼ば
れ全世界に３０誌あります。

●『ロータリーの友』は日本におけるロータリーの
機関誌です。
　『友』はロータリアンがロータリーライフを深め
るためにも、またクラブがＲＩと直結していると
実感するためにも必要な媒体であります。ロー
タリアン一人一人がロータリーについての広が
りや深まりを増すための、いわばロータリー活
動の視点からの面白さの有無で、あくまでも
『ロータリアンとしてどうか』が「おもしろい」や
「おもしろくない」の議論より優先させた判断と
なるべきことで、各人の私的興味を満足させる
ことが、この機関誌の発行目的ではありません。
●『ロータリーの友』はロータリーについての情報
誌です。
　基本的にはロータリアンのための機関・情報誌
です。世界や日本におけるロータリーの状況や
活動について、日本全国のロータリアンが情報
や思いを共有できるような編集、より身近でよ
り親しまれる編集を心がけています。
●『ロータリーの友』はロータリアンの公開討論の
場です。
　ロータリアンとしての意見や経験談、職業上の

知識などを掲載して、ロータリアン同士が堂々
と議論し、交流を図る「広場という空間」を提供
します。
●Magazineには倉庫という意味があります。
　毎月定期的にお手元に届く『友』は、最も効率よ
くロータリー情報を得ることができ、多くの会
員の意見や経験を見たり読んだりすることがで
きる、ロータリアン共有の宝物です。
●『友』の編集方針
　『友』は日本のロータリー３４地区のロータリー
クラブ会員のためのロータリー地域雑誌として、
ＲＩの方針や全世界のロータリアンならびにロー
タリークラブの活動を国内の会員に紹介して海
外のロータリー活動に対する興味を高め、国内
の地区・ロータリークラブおよび会員の活動状
況を掲載することによりロータリー精神の養成、
ロータリー活動の発展に寄与することを、発行
の目的としています。

vol.２　クラブ広報委員会
　　　　　　　　委　員　加藤　栄吉 会員
　ロータリーの友に「卓話の泉」というコーナーが
あります。これは全国のロータリークラブの会報
から卓話で話されたものの中から、社会的に見て
『客観的な内容の話題性になるもの』『ミニ知識に
なるもの』を選んで、その要約を掲載したページで、
ずうっと昔から続いているもので、思わぬ知識を
得たりして結構おもしろく役に立つページです。
　今月９月号に愛媛県松山東ロータリークラブの
卓話で、メンバーの豊島徹さんという、学校法人の
理事長で「キラキラネーム」という演題で、最近の
子供の名前についておもしろい角度で話されてお
ります。●頭載って名前にふりがなを振っている
ので読めますが、そうでないと我々年寄り読めな
いですね。
　配布の用紙に２０１５年度の人気トップ１０の一
覧がありますが、みなさん読めますか。男４位の
「陽向」陽に向かうのは確かに「ひなた」だけど、一
人でいるなら「ひなたぼっこ」になって孤立してし



まいます。７位の「大翔」ひろと、９位の「陽翔」はる
と、ここ暫くは「翔」はばたくという時が流行って
つけられましたが、今はベスト１０で二つだけ。女
子の方はこうしてみるとそれ程特異なものはない
ように見えますが、３位の「結愛」ゆあ、５位の「陽
葵」ひまわり、７位の「陽菜」ひななどすぐには読め
ない名前もいくつかあります。１位の「葵」あおい、
若いパパママはすでに終わってしまった「水戸黄
門」のドラマが好きだったのでしょうかね。「この
葵の御紋が目に入らぬか」
　ロータリーの友の記事にもありますように、「戸
籍法」が平成２２年に改正され、現在、常用漢字、さ
らに人名漢字がプラスされ、約３，０００字の中か
らつけられます。どう読むかは制限されなくなり
このような「キラキラネーム」がつけられるように
なったようです。
　変わったところでは下側の「難解編」に記載され
ている。どれもまともに読めないですね。どう見
てもふざけているとしか思えないものもありま
すね。
　最後にこの「キラキラネーム」実はゆゆしき問題
となっています。例えば難関お受験の中高一貫校
では書類だけで不合格になっている。一流企業も
就職の採用には二の足を踏むとのことです。学校
の先生は「キラキラネーム」の子の親には要注意の
レッテル、それは「常識のない親」＝「モンスターペ
アレンツの予備軍」というレッテルを貼ってしま
すようです。そして、「変な名前で我が子が辱めに
逢うのではないか」と恐れている親がいるのも事
実で、キラキラネームの命名者の一割は後で後悔
しているというデータも出ています。
　子供の「幸せ」を願って名付けた名前、それが後
に思わぬ支障が出るのなら「不幸」な話と言わざ
るを得ません。昔はおじいちゃんやおばあちゃん
と相談して、また画数を調べて命名し半紙に書い
て神棚に飾ったものです。

　みなさんもロータリーの友の「卓話の泉」を是非
読んで見識を深めていただきたい。

vol.３　クラブ広報委員会
　　　　　　　　委　員　松島　　茂 会員
　「ロータリーの友」１冊を完読してみると、ロー
タリーに関する情報ばかりでなく、時局に関する
こと、その他幅広い知識となるものなどロータリ
アン必読の記事ばかりです。そこで私が偶然目に
ついた２０１５年１２月号の中から「友愛の広場」
コーナーに掲載された「『ロータリーの友』賛歌」と
題した三重県桑名西ＲＣの鶴田正道さんの投稿を
紹介したいと思います。
　－「ロータリーの友」はどんどん変わっていきま
す。特に変化が見られるのは、ロータリーに対して
「異見」を許し、ロータリーを良くしようという当
事者意識の広がりです。ロータリーは古風なロー
タリーの建前、識見、伝説、年功序列、権威、威厳と
いった財産を捨てて、たくましいプレゼン能力、建
設的な批判、ダイバーシティ意識、ＳＮＳの活用と
いった新しい価値が求められる激動の時代に入っ
たのだ。「友」にも“読者の声”欄を設けてはいかが
ですか、と提案致します。－要約です（私なりの）
　その他にも目につく投稿がたくさんありました
が特に気になったので紹介しました。
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女の子

２０１５年生まれ名前人気ベスト１０
●空
希星
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あだむ
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えるく

キラキラネーム難解編



後期大会開会式

　室蘭北ロータリークラブ旗杯、蘭東少年野球
同好会の後期大会開会式が、９月１７日（土）日
の出グランドに於いて午前９時より開催されまし
た。当クラブから、猪俣会員、内池秀光会員、川
本会員、笹谷会員、斉藤泰成会員、菅原幹事、西
野会員の７名の方のご参列を頂きました。４人の
会員より角４チームの代表選手に野球ボールを
贈呈し、そのお礼に選手より４名の方に花が贈ら
れました。斉藤泰成会員の来賓としての挨拶の
後、選手宣誓、猪俣会員の始球式により第一試合
が開始されました。
　選手の礼儀も正しく、整然と行われ大変良い
開会式でした。ご参列いただきました会員の皆
様の五経録に感謝申し上げます。

９月１７日（土）蘭東少年野球同好会後期大会

青少年奉仕委員会
委員長　笹谷　豊明 会員

ロータリークラブ旗杯30年に思う

　昭和５６年に当クラブ創立１０周年記念事業
（当時の会長種田）として、神代町の少年野球場
に、放送設備２面分一式（７０万円）を寄贈し、現
在も２面のグランドで毎年数多くの少年野球大
会に有効に活用されております。
　子の記念事業が機会になったのか、昭和６１年
に優勝旗、優勝カップを蘭東少年野球同好会に
寄贈しておりますが、それ以来３０年間、ロータ
リークラブ旗杯として大会が運営されておりま
す。野球という、攻めて、その次守る等「平等」で
ある。そして実力があれば選手になれるがやは
り努力しなければ選手になれない「公平さ」があ
る。また、キャッチャー、ピッチャー、内野、外野と
いう守備範囲があり、自分が責任を持って仕事
をしなければならない「仕事の分担」がある。「平
等」「公平」である上で練習や試合の準備をみん
なでやりながら、野球を通して友達のつき合い
方とか仕事の仕方を子供達が理解してくれれば
幸いであり、野球が子供達の教師になって欲し
いものである。室蘭北ロータリークラブも、そう
いう支援目的で活動することが最大目標であり、
子供達が「良き社会人」として成長してくれるこ
とを願うばかりである。

〈文責　斉藤泰成〉

斉藤　泰成 会員

選手よりお礼の花

元気よく選手宣誓

整列、開始

選手と共に



「カントリーデー」知利別川清掃

　９月１７日（土）会員１８名、アクト３名、東ク
ラブ２名、インターアクト１４名と室蘭ボーイスカ
ウト１５名、合計５２名でボーイスカウトの「カン
トリーデー」に合わせて例会場周辺の知利別川
の清掃とゴミ拾いをしました。
　当日は快晴で２時間ほどで知利別川周辺の草
刈りも行い周辺は大変きれいになりました。

社会奉仕委員会　委員会報告

社会奉仕委員会
委員長　齊藤　　崇 会員

「交通安全啓蒙活動」

　９月２１・２３・２６日と秋の交通安全週間に合
わせて、全員参加の「交通安全啓蒙活動」を行い
ました。
　２３日は雨で中止になりましたが総勢３２名の
参加をいただき、「夕方のライト早め点灯と飲酒
運転撲滅」を唱え、無事終わりました、皆様の参
加に感謝いたします。

社会奉仕委員会　委員会報告

社会奉仕委員会
委員長　齊藤　　崇 会員


