
和洋中８品（冷菜、刺身、オードブル、
甘鯛チリコンカン、干焼蝦仁、北京焼鴨、
牛肉の煮込みデザート、栗飯）

●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．国際奉仕委員会　赤崎幸三委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　11月の募金額は14,975 円です。繰越金と合
わせて 132,605 円となっております。ご協力
ありがとうございます。引き続き宜しくお願
い致します。

１．本日例会終了後、理事会がございます。関係
者はお集まりください。

２．ポリオ募金のお願い。お一人 100 円をお願
い致します。

幹事報告

委員会報告

本日のビジター
 高岸　満則 様（登別ＲＣ）

出席報告

会員数
出席率

47名
70.21％

出席者数
欠席者数

33名
14名

高岸満則（ゴルフ同好会一年お世話になりました）
藤井徹也（麻雀大会10位で入賞しました）
小野寺浩二（麻雀大会で入賞しました）
松田博文（麻雀大会で５位になりました。楽しませ
ていただきました）
中田孔幸（誕生記念日・創立記念日）
赤崎幸三（次々期会長がんばります）
荒谷信幸（総会において次々年度会長の承認をい
ただきありがとうございました）
渡部一姿（結婚記念日・創立記念日）
内池秀光（苫小牧モデルハウスオープン！）
山口雄平（室蘭ドローン特集今週も是非ご覧ください！！）

2017年12月12日（火）　第2215回　例会

●１２月は疾病予防と治療月間です。

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2214回（12月5日）例会記録

室蘭岳

本日献立 洋食ランチ（変りカツレツサラダ添え、
ライス、味噌スープ、デザート）

夜間例会「クリスマス家族例会」

次週献立予定

親睦活動委員会
クラブ管理運営委員会

荒谷　信幸 会長

「各委員会半期活動結果報告」

会長報告

１．国際ロータリー日本事務局より
　　2016-2017年度End Polio Now感謝状が
届きましたので回覧致します。

結婚記念日　木村　卓也 会員　12月11日

創立記念日　上田　恵子 会員　12月1日

創立記念日　吉田　　隆 会員　12月2日

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。



前回例会のプログラム

2017年12月5日（火）12：30～　　荒谷信幸 会長「クラブ総会」
１．クラブ細則５条第１条及び第３節に基づきクラ
ブ年次総会を開催致します。

２．会員数47名中33名の出席となっています。会
員総数３分の１以上の出席をもって第５条、第
３節の条件を満たしていますので、総会は成立
しています。

３．クラブ細則第３条、第１節による次々年度会長
を指名するＡ指名委員会に於いて指名されま
した赤崎幸三会員の次々年度会長就任につき、
会員皆様の承認を求めます。幹事には西野義人
会員にお願いしております。拍手によりご確認
をいただきたいと思います。

　　○全会一致で承認されました。ありがとう
　　　ございます。
４．続きまして、クラブ細則第３条、第１節（ｂ）に基
づきＢ指名委員会の委員を次の方々に委嘱し
ています。

　　Ｂ指名委員会
　　　委員長　菅原　正明　会員
　　　委　員　小野寺浩二　会員
　　　　　　　笹谷　豊明　会員
　　　　　　　松島　　茂　会員
　　　　　　　廣瀬　　禎　会員
　　　　　　　西尾　静枝　会員
　　　　　　　國田　雅弘　会員
　　　　　　　吉田　　隆　会員

５．Ｂ指名委員会による次期役員の選出を要請致
します。別室でＢ指名委員会を開催してくださ
い。

※Ｂ指名委員会終了後
６．菅原正明委員長より次期役員理事の発表をお
願いします。

　　只今発表されました2018-2019年度役員・理
事につきまして、会員皆様の承認を求めます。
拍手によりご確認をいただきたいと思います。

　　○全会一致で承認されました。ありがとう
　　　ございます。
７．選出されました次期役員・理事により担当委員
会の協議をお願いします。別室で協議をお願い
致します。

８．菅原正明次期会長より2018-2019年度役員理
事構成の発表をお願い致します。

９．2019-2020年度会長幹事のご挨拶
　　2019-2020年度会長　赤崎幸三会員挨拶
　　2019-2020年度幹事　西野義人会員挨拶
ありがとうございました。
以上をもちましてクラブ総会を終了致します。

次々期会長指名挨拶
赤崎　幸三 会員

　この度、次々期会長の指名を頂きました赤崎で
す。ロータリー歴がまだ１０年に満たない私です
が、ご指名を頂き光栄であるとあるとともに、不
安がいっぱいな心境です。今、自信を持って言える
のは、室蘭北ロータリークラブに入会して、多くの
先輩・後輩との友情に支えられ、仕事もプライ
ベートも充実したということです。この思いをこ
の先、後輩にも、新たな入会者に対しても伝えてい
きたい、つなげていきたいという思いです。
　また、幹事は西野会員にお願いしました。彼は地
元での自社の事業以外にも様々な会で積極的に
活動しています。業界活性化や交流の場づくりを
惜しみもなく時間をつかい活動されています。こ
の室蘭北ロータリークラブでもその熱意を生かし
て欲しいと思い、お願いしました。
　諸先輩から見ても、まだまだ若輩者の会長・幹
事ですが、ロータリー奉仕活動を実践し、会員友情
をより深く広くしていきたいと思っております。
今後とも、よろしくご指導お願いいたします。

次々期幹事氏名挨拶
西野　義人 会員

　この度、次々年度会長の赤崎幸三会員より次々
年度の幹事としてご指名をいただきました西野で
ございます。室蘭北ロータリークラブには、平成
26年11月に入会し現在丸３年を経過したところ
で、まだまだロータリアンとしては未熟者故、「も
うまわってきたの！」というのが本音です。
　赤崎会員からご連絡をいただいた際には電話
を取ることができず後から携帯をのぞくと次のよ
うなメッセージがありました。
　「次々期の会長指名を受けていると伝えられ了
承した。そこで義人に幹事をお願いしたい、よろし
く頼む。」
　今年ロータリーで覚えた言葉に「ロータリアン
はハイかＹＥＳとしか答えてはいけない」というも
のがありましたので素直に受けさせていただきま
した。次年度から副幹事として勉強させていただ
くところから始まりますが、健康に留意し務めを
果たしてまいる所存ですので皆様方からもご指導
ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
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直前会長

会　　計

役　　職
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幹　　事

親睦活動

職業奉仕

会　　計

オブザーバー

役　　職

副会長

会員増強

プログラム

ロータリー財団

役　　職

直 前 会 長

クラブ広報

社会奉仕

S・A・A

菅原　正明

小野寺浩二

藤井　徹也

菅原　義男

松田　博文

西野　義人

菅原　正明

荒谷　信幸

松田　博文

赤崎　幸三

小野寺浩二

本間　　信

　

赤崎　幸三

山口　雄平

川本　康裕

米塚　　豊

荒谷　信幸

加藤　栄吉

齊藤　俊一

本間 　信

１．役　員

室蘭北ロータリークラブ　2018～2019年度　役員・理事

２．理　事（１4名）

第６回理事会　議事録
日　時：2017年12月 5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、菅原正明、猪俣英二、西野義人、
　　　　本間　信、内池眞人、斉藤　崇、齊藤俊一、
　　　　赤崎幸三（オブザーバー）
　　　　小野寺浩二（議事記載）
【議　題】
１．室蘭民報社広告の件 …………………… 承認
例年通り広告費として21,600円支出する。

２．1/16（火）クラブ協議会について…………承認
下期計画発表を予定している。

３．1/30（火）職業奉仕委員会・クラブフォーラムに
ついて …………………………………… 承認
○1/23（火）に室蘭税務署長に卓話を依頼する。

その際、謝礼なしで昼食代3,000円（1,500円
×2名分）の領収書を準備お願いしたい。謝礼の
代替としてロータリーの傘を渡すことでお願
いしたい。
○1/23（火）の卓話を踏まえ、クラブフォーラム
では奉仕の金看板である職業奉仕について会
員同士、議論を重ねたい。

４．2/3（土）Ｉ・Ｍについて…………………… 承認
詳細内容については12/8（金）の会長・幹事会
後、連絡する。

５．下期会費について ……………………… 承認
臨時会費徴収の是非について試算した結果、会
員増などの収入を踏まえ今年度は徴収を見合
わせる。

６．1月の理事会ついて……………………… 承認
1/9（火）は夜間例会のため、開催時刻を18時に
変更する。

議　事　録

今週のロータリー用語

クラブ広報委員会

●地区（District）
　RIの管理の便宜上まとめられた一群のクラブの
所在する一定の地理的区域。
●地区ガバナー（District governor）
　理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行う

地区内のRI役員。ガバナーは、地区内全てのクラブ
を直接監督し、指導し、継続性を確保する。
●地区協議会（District assembly）
　クラブ会長エレクトと次期クラブ指導者のために
毎年開かれる研修会合。




