
●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.　2016-2017年度　出席委員会より
　　先週欠席されました、出席100％の方を表彰
します。

　　荒谷信幸会員、石倉史郎会員、内池眞人会員
　　下期出席率向上者表彰
　　赤崎幸三会員、佐藤隆夫会員、斉藤崇会員
　　平均出席率は76.19％でした。
２.　国際奉仕委員会　赤崎幸三委員長より
　　ポリオプラスについて本年も協力宜しくお願
い致します。

会長報告

１．本日、例会終了後理事会がございます。関係
者はお集まり下さい。

１．国際ロータリー第2510地区より、地区大会の
ご案内が来ております。登録申込は改めて、
ご案内いたします。

　　記念ゴルフ大会　10月13日（金）
　　会　場：北海道カントリークラブ大沼コース
　　登録料：5,000円
　　大会1日目　10/14（土）
　　大会2日目　10/15（日）
　　　時間：9：00　式典・本会議
　　　　　 13：00　記念講演
　　　　　　16：00　懇親会　函館アリーナ
　　　会場：函館市民会館
２．入会式（別掲）

幹事報告

委員会報告

出席報告

会員数
出席率

47名
78.72％

出席者数
欠席者数

37名
10名

猪俣英二（幹事の職務全ういたします）
西野義人（5名の新入会員に入会いただきました）
山口雄平（前年度の出席率が目標を達成いたしました）
内池眞人（出席100％表彰達成したので）
赤崎幸三（下期出席向上表彰されました）
斉藤崇（下期出席向上表彰されました）
内池秀光（キメラカップ開催しました）
荒谷信幸（無事2017-2018年度のスタートが出来
ました。出席100％表彰を受けました）
工藤一人（無事に2人入会できました）

2017年7月11日（火）　第2195回　例会

●７月は○○○○月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：荒谷　信幸　●幹事：猪俣　英二　●編集：クラブ管理運営委員会

2017～2018年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE
　　「ロータリー：変化をもたらす」
　　　　　2017～2018年度 ＲＩ会長　イアン H. S. ライズリー

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2194回（7月4日）例会記録

室蘭岳

本日献立 洋食ランチ（デミカツライスディッシュ、
スープ、フルーツ）

米塚　　豊 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「2015-2016年度
　　　　　2年前を振り返って」

誕生記念日　椛澤　哲也 会員　7月8日

結婚記念日　赤崎　幸三 会員　7月6日

結婚記念日　黒崎　　清 会員　7月7日

創立記念日　國田　雅弘 会員　7月1日

創立記念日　川本　康裕 会員　7月2日

中華ランチ（棒々鶏冷麺、スープ、
フルーツ）

次週献立予定

荒谷　信幸 会長

「各委員会活動計画発表」

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。



会長就任挨拶
荒谷　信幸　

　室蘭北ロータリークラブ会長就任にあたりご挨
拶申し上げます。会長に指名頂き、身に余る光栄と
同時に責任の重さを痛感いたしております。
　１ヶ月ほど前から、可愛い娘を嫁に出す父親の
ような心境でした（どうか、この日がこなけりゃ良
い）と思っておりましたが、今は嫁に行った晩の心
境であります。
　イアン・Ｈ・Ｓ・ライズリーＲＩ会長は「ロータ
リー：変化をもたらす」をテーマとして、ロータリー
が奉仕活動を強化し、成長・存続し、ますます力を
つけることで、地域社会に、国に、そして世界に「変
化をもたらす」ことが出来ると提唱しております。
　また、2510地区国立金助ガバナーは地区目標と
して、

１．会員数純増３％の達成
　　女性会員及び40歳未満の会員の入会に努力
１．情報の共有
　　「My Rotary」に全会員登録
　　「ロータリークラブセントラル」の活用
１．環境保護の取り組み
　　地区内ロータリアンと同数の植樹
１．ロータリー財団寄付を５％増加に向け取り組む

を掲げております。
　当クラブとしては、上記地区目標の達成に向け
邁進していく所存でありますが、４年後に記念すべ
き「創立50周年」を迎えることになりますので、
「創立50周年に向け会員増強と後継育成で、持続
可能な基盤づくり」を目標に掲げて活動し、次年度
以降に橋渡しをして参りたいと考えております。

○会員の増強
　純増数３名を必達とし、50名を目指す
○後継会員の育成
　先輩会員の指導の下、若手会員に理事・委員長
ポストを経験させる。
○創立50周年に向けて
　過去に地域に寄贈・建立した物件の現状調査と
メンテナンスを行う

　いずれにいたしましても、会員の皆さんのご理
解とご協力を頂かなければ何も前に進みません。
これまで諸先輩が築き上げた伝統と実績を守り、
クラブの発展に微力ながら尽くしていく所存であ
りますので、一年間宜しくお願い申し上げます。　

幹事就任挨拶
猪俣　英二　

　2017-2018年度北ロータリークラブの幹事に指
名された猪俣です。
　今年度のＲＩテーマは「ロータリー：変化をもた
らす」です。室蘭北ロータリークラブの目標は「創
立50周年に向け会員増強と後継育成で、持続可能
な基盤づくりを」です。
　その為にも会長からの指導を仰ぎ、スムーズな
会の運営を志していく所存でございます。
　今日ここに沢山の新入会員を招き入れたことは
大事な更なる発展だと思いますが、今後も変化を
もたらす為に会員増強も必要ですが、ロータリアン
としての考え、行動が大切なことだとも考えます。
それに伴う補佐役が私の使命だと思っております
ので、今年度もより良い会の運営にあたり皆様か
らのご指導、ご支援を仰ぎながら変化をし、創立
50周年に向けての一歩である年になるよう努めて
参ります。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

荒谷　信幸 会長前回例会のプログラム 「新会長挨拶・新幹事挨拶」



新会員入会式

2016-2017年度　出席委員会より表彰

新会員 岸田　　理
《プロフィール》
生年月日　昭和51年3月1日（41歳）
出身地　　北海道函館市
勤務先　　真宗大谷派　浄誓寺
役　職　　住職
趣　味　　ドライブ、温泉めぐり、食べ歩き
推薦者　　菅原正明会員

新会員 黒崎　　清
《プロフィール》
生年月日　昭和48年10月15日（43歳）
出身地　　福岡県福岡市
勤務先　　黒崎司法書士事務所
役　職　　所長
趣　味　　スキー、ゴルフ
推薦者　　西野義人会員

新会員 塚田　智憲
《プロフィール》
生年月日　昭和49年3月25日（43歳）
出身地　　北海道室蘭市
勤務先　　㈱塚田工業
役　職　　代表取締役
趣　味　　ゴルフ
推薦者　　工藤一人会員

新会員 木村　卓也
《プロフィール》
生年月日　昭和48年9月16日（43歳）
出身地　　北海道室蘭市
勤務先　　㈲木村建業
役　職　　代表取締役
趣　味　　ゴルフ、酒
推薦者　　工藤一人会員

新会員 宮本　一章
《プロフィール》
生年月日　昭和46年9月25日（45歳）
出身地　　北海道室蘭市
勤務先　　㈲日豊工業
役　職　　代表取締役
趣　味　　スポーツ観戦（野球）、
　　　　　熱帯魚観賞、ゴルフ
推薦者　　西野義人会員

◆１００％出席表彰◆

◆下期出席率向上者表彰◆



第1回理事会　議事録
日　時：平成29年 7月 4日（火）例会終了後
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：荒谷信幸、徳永賢二、猪俣英二、加藤栄吉、
　　　　西野義人、本間信、廣瀬禎、内池眞人、
　　　　斉藤崇、齊藤俊一、小野寺浩二（議事記載）
【議　題】
１．予算・プログラム・委員会構成について （承認）
見直し版を確認いただく

２．新会員の所属委員会について ……… （承認）
宮本会員：出席、木村会員：親睦活動、塚田会員：
青少年奉仕、岸田会員：社会奉仕、黒崎会員：ク
ラブ会報
出席、親睦活動のいずれかを兼務する。

３．その他
①キメラ杯について
　室蘭北ロータリーのアピールの場として効果
が期待できるため今年度から継続事業として
協賛し、費用は青少年奉仕予算から支出 （承認）
　従前の少年野球同好会も並行で継続し、費用
は青少年奉仕予算から支出 ………… （承認）
②地区会員増強セミナー（7月9日）
　会長及び幹事（会員増強委員長の代理）とし

ての参加費用支出 …………………… （承認）
③クラブ協議会（7月18日）について
　8月29日のガバナー公式訪問の事前打合せ
を予定している ……………………… （承認）
④ガバナー公式訪問（８月29日）について
　ガバナー公式訪問の直前にクラブ協議会の
開催を調整する ……………………… （承認）
⑤第71回むろらん港まつり特集号広告出稿に
ついて
　例年通り出稿費用を支出する …… （承認）
⑥地区大会について
　登録負担割合は昨年同様、クラブ1万円、個人
5千円の負担とする…………………… （承認）
　登録後は出欠に関わらず、原則個人負担する 
（承認）
　室蘭RCと相乗りするバス代金の負担は折半
ですすめる …………………………… （承認）
　RACと事務局の登録料の負担について
………………………………………… （承認）
⑦新会員候補者体験入会について
　女性会員候補者1名の体験入会を7月18日
（火）実施する ………………………… （承認）
⑧デジタルカメラについて
　老朽化に伴いデジタルカメラの更新を検討
する …………………………………… （承認）

議　事　録

　6/14（水）旭ヶ丘小学校に寄贈した本の中から1，2年生を対象に「ローターアクトによる読み聞かせ」の奉
仕活動を行った。青少年活動委員会で、本年度45周年を迎えるにあたり、当委員会として新しい奉仕活動を
企画しようという事で、財団補助金を申請、そのお金で本を寄贈しました。ただ本の寄付だけでなく、ＲＡＣ
も参加できる事はないかという事で、アクトの奉仕と結びつけようという事で考えました。
　当日は1年生2冊、2年生2冊の計4冊を読み聞かせを行いました。学校側もこの活動に全面的に協力を頂き、
3・4時間目を国語の授業として行いました。三本さんと中野さんが読み手となり、二人とも登場人物になり
きり、声や抑揚を変えながら素晴らしい「読書会」でした。子供たちも真剣なまなざしで絵本の世界に入って
いる様子がわかりました。最後に子供たちからは「ありがとうございました」「また来てくださいね」と大き
な声でお礼の言葉がありました。アクトの子たちも小学生とのふれあいを通して素晴らしい体験が出来たよ
うです。次年度も是非この活動を続けてもらいたいものです。　　　　　　　　　　（文責：川本　康裕）

RAC INFORMATION


