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各種記念日

ニコニコＢＯＸ

１.　加藤栄吉　Ｒ財団委員長より
　 今年に入って「米山記念奨学会」のご寄付のお
願いを致しましたところ、多くの方々の協力を
得まして、何とか規程の基準に到達すること
ができました。皆様のご理解ご協力に改めて
感謝申し上げます。もう一つの会員必須でご
ざいます「ロータリー財団」の方、昨年11月の
「Ｒ財団月間」に遠藤秀雄パストガバナーの
基調講演を頂き啓蒙活動に努めましたが、そ
の後のロータリーの友掲載の取材、ＩＭと続
き、財団寄付のお願いが後回しになった経緯
がございます。今期残り2ヶ月、皆様のロータ
リー財団への寄付宜しくお願い申し上げます。
中にはもう少しで1,000ドル「PHF」到達に
なる方がおられます。また現在 1,000 ドルを
超えた方は段階的な「マルチポールハリスフ
ェロー（MPHF）」になります。自己の累積寄
付額をご確認下さい。新入会員でまだ「準フェ
ロー」になっていない方も見えられますが、こ
れを機に「準フェロー」へ一歩踏み出して下さ
い。今週改めて事務局よりご寄付の依頼が書
面で送られますのでご理解ご協力の程お願
い申し上げます。なお 5 月は 1ドル110 円の
レートとなっております。

１.　国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会より
　 5/22（月）8：00～室蘭岳登山を行います。参
加人数は、ロータリーから11名、室工大生が
33名となります。

１．例会終了後、次年度理事会がございます。関
係者はお集まり下さい。

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。

幹事報告

委員会報告

本日のゲスト
 　　川本　　修 様

出席報告

会員数
出席率

42名
66.67％

出席者数
欠席者数

28名
14名

藤井徹也（久しぶりの例会参加です）
徳永賢二（ゴルフコンペでニアピン賞をいただきました）
小野寺浩二（悪天候の中ゴルフコンペでニアピン賞を取りました）
山口雄平（室蘭ロータリークラブで卓話してきました）
廣瀬禎（結婚記念日、ゴルフコンペで準優勝しました）
米塚豊（同好会ゴルフコンペでブービー賞でした）
猪俣英二（ゴルフ同好会最後の順位でした）
川本康裕（栄高100周年事業の「耐久行軍」参加しました）
工藤一人（同好会コンペで上位入賞しました）

２０１7年5月23日（火）　第2188回　例会

●５月は青少年奉仕月間です。

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

本日のプログラム 前回例会の報告

次回の予定プログラム

第2187回（5月16日）例会記録

人類に
奉仕する
ロータリー

室蘭岳

本日献立 和食ランチ（串カツ定食）

奉仕プロジェクト委員会
青少年奉仕委員会

夜間例会「クラブフォーラム」

誕生記念日　菅原　悦子 会員　5月16日

結婚記念日　加藤　栄吉 会員　5月20日

創立記念日　三浦　義隆 会員　5月22日

創立記念日　馬場　直志 会員　5月22日

御弁当次週献立予定

室蘭商工会議所　　佐藤　大海 様
クラブ管理運営委員会

卓話「まち全体が被写体に！潜在型
フォトコンテスト『撮りフェスin室蘭』」

志水様

いつもお世話になっております。
念のため修正版をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　　　　北海印刷/菊池

笹谷様
いつもお世話になっております。
校正をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　北海印刷/菊池

恐れ入ります。６月のメニューをお願い致します。



◎高校時代まで芸術嫌い
大学時代一冊の小説がきっかけで、陶芸の魅力
に目覚める。
◎室蘭市役所に就職
仕事のかたわら、室蘭民藝協会に入会。その後、
陶芸教室で作陶開始。
窯を持つ夢を叶えるも、仕事と制作のやりくり
の難しさに直面。
◎退職後のこと
２０１２年（Ｈ２３）３月定年、４月京都造形芸術
大学（左京区）２年次編入学。
無謀な挑戦か！生活は学費は？京都嫌いなのに
何故？
陶芸を一から学びたい。今までと違った新たな世
界に挑戦したい。死んだ友人達の後押しで決断。
◎芸大での学びと出会い　
最初の課題デッサンは赤点。
スクーリング時の飛行機・宿確保に四苦八苦。
卒業するのは難しい！
芸大は、常識からいかに自由になれるか問われ
る場。
陶芸科目はじめフィールドワーク系科目で刺激

受ける。
全国の新しい友人達との出会い。
京都の街・美術館や寺社を歩く（展覧会１８０、
寺社１００以上）
京都嫌いが京都好きへ？京都（弥生）文化を相
対化する。
故郷を見る目が変わる。
１６年３月４年で卒業。卒業制作は氷塊の世界を
イメージした１１５キロの大物。
卒業式で９６歳で卒業の平田繁實さん（最高齢
ギネスブック認定）を知る。
北海道の物好きな学生として２０１７大学案内や
道新朝日読売新聞広告・室民記事で紹介される。
卒業メンバーと合同展開催（４月）
　（大学案内や新聞コピー、写真など持参）
　（大学での自作焼き物など４、５点持参）
◎これから…
自由な発想で焼き物作りをやりたい。
自分らしい焼き物作りとは何か
地域で楽しむ広める（自宅１階ミニギャラリー）
利休百首
　『その道に入らんと思う心こそ
　　　　　　我身ながらの師匠なりけれ』

川本　　修 様
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話「わたしが、60才で
　　　　芸大生になったわけ！？」

第２回 室蘭北ＲＣゴルフ同好会

平成29年5月14日（日）　於　室蘭ゴルフ倶楽部

高岸　満則
廣瀬　　禎
工藤　一人
斉藤　　崇
瀬戸　行雄
本間　　信
徳永　賢二
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準優勝
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小野寺浩二
島津　行高
斉藤　富子
徳永　悦枝
米塚　　豊
猪俣　英二
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●プロフィール
　1951年、室蘭市生まれ。
　神奈川大学卒業後、室蘭市役所入庁。
　定年退職後、京都造形芸術大学通信教育部芸術学科入学、
　平成28年、同大学卒業。
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