●6月はロータリー親睦活動月間です。
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例会
●会長：赤崎

本日のプログラム

赤崎

幸三 会長

※例会終了後、前年度理事会を開催致します。

次回の予定プログラム

卓話「解決 ハラスメント 〜お互いが
働きやすい職場になるためには〜」
室蘭市経済部産業振興課
主査 井村 佳代子 様
室蘭市企画財政部企画課企画係
主査 鈴木 晶子 様
クラブ管理運営委員会
洋食ランチ（ローストビーフ丼、サラダ、
スープ）

ロータリーソング

●幹事：西野

義人

●編集：クラブ管理運営委員会

第2286回（7月2日）例会記録

中華ランチ（二色麻婆丼）

次週献立予定

幸三

前回例会の報告

「各委員会活動計画発表」
本日献立

2019〜2020年度 ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー

我等の生業

一．我等の生業さまざまなれど
集いて図る心は一つ
求むるところは平和親睦
力むるところは向上奉仕
おゝロータリアン 我等の集い
二．奉仕に集える我らは望む
正しき道に果をとるを
人の世挙りて光を浴みつ
力を協せて争忌むを
おゝロータリアン 我等の集い

本日のゲスト
米山記念奨学生
ショウ・カンメイ 様
会長報告
１．ガバナー補佐クラブ訪問の件
7/9（火）の例会にガバナー補佐荒井孝亘
様とガバナー補佐幹事佐々木彰夫様がクラ
ブ訪問にみえられます。
２．新会員広瀬勲様の入会式を行います（別掲）。
＊米山記念奨学生ショウ・カンメイさんに奨
学金を支給いたします。
幹事報告
１．本日例会終了後、第１回理事会が開催され
ます。関係者はお集まりください。
２．国際ロータリー日本事務局より
レートの変更お知らせが届いております。
７月のロータリーレート
現 在

＄１＝108円

＊ポリオプラス募金一人100円とワンコインニ
コニコBOXのご協力をお願い致します。
委員会報告
１．前年度出席委員会 工藤会員より
先週欠席されました２名の方の出席率１０
０％を表彰いたします。
６年目 本間
信 会員
２７年目 斉藤
崇 会員
２．会員増強委員会より
委員会のご案内
３．青少年委員会より
6/29、赤平で行われたローターアクト地区
大会にて地区委員会特別賞を頂きました。

●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

前回例会のプログラム

「新会長挨拶」
「各委員会活動計画発表」

◆就任挨拶◆
会長

赤崎

赤崎

幸三 会長

◆就任挨拶◆
幸三

2019-2020年度室蘭北ロータリークラブの方針
は「創設からの歴史を尊重し、全員参加のクラブ
運勢を目指す」としました。今、我々は超高齢化社
会、生産年齢人口の減少、総人口の減少、ロータ
リークラブ会員数減少など様々な構造変化の中に
います。その中で室蘭北ロータリークラブの諸先
輩方々の奉仕の精神に基づく諸活動、会員同士の
親睦活動、地域への貢献は48年目を迎えます。近
年、新入会員が増加し、若い世代の会員も増えま
した。今この時、歴史を支えてきた諸先輩方と若い
世代の会員が歴史や諸活動を学び合い、奉仕の心
と利他の心を持ち、より広く地域活動をし、親睦を
深めることを全員参加で行いたいと思います。令
和元年、室蘭北ロータリークラブは、幅広い年代が
集まり、創設50年を目指します。

幹事

西野

義人

今年度幹事を拝命した西野です。
一昨年の10月に赤崎会長から室蘭北ＲＣ幹事
の指名を受けその役割も理解せず『イエスorハ
イ！』だけで請けてしまいました。
前年度、菅原会長年度で小野寺幹事の動きを見
て勉強をと思い励んだつもりではありますが、今
年度直前になってからようやく幹事の役割がみえ
てきたというのが実際のところです。
私も含め今年度は理事・委員長とも「若手」とい
われるメンバーが多数となっていますがそれぞれ
が共に成長しその役割を全うできると確信してい
ます。ベテランのメンバーに後ろ盾をお願いし、赤
崎会長が提唱する『全員参加』の運営を実現して
いきます。これから一年間よろしくお願いします。

各種記念日
ニコニコＢＯＸ
赤崎幸三（会長就任にあたり）
藤井徹也（ローターアクト地区大会参加してきました）
菅原正明（ローターアクト地区大会出席してきました。
会長最後の仕事でした）
山口雄平（撮りフェスin室蘭2019今週開催です。
室蘭の魅力ＰＲします）
廣瀬禎（ローターアクト地区大会に出席してきました）
菅原悦子（主人が全道展油絵100号入選しました）
川本康裕（今年で開業40年に入りました。すべての人に感謝！）
工藤一人（今年度ニコニコボックスがんばります）
西野義人（6/23ホクレン杯争奪西胆振大会がありました。
2年振りに全道大会への出場権を手に入れました）

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

結婚記念日

小玉

忠弘 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

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

50名
2名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

39名
11名
78.00％

各委員会活動計画発表

赤崎

幸三 会長

S.A.A.
副S.A.A.

クラブ広報委員会
徳永 賢二 委員長

宮本

会員増強委員会
一章 委員長

親睦活動委員会
工藤 一人 委員長

プログラム委員会
山口 雄平 副委員長

水野

出席委員会
治 委員長

小野寺

浩二

出席率100％表彰

新会員入会式
広瀬
勲 会員
職業分類：生命保険業
1964年4月12日（55歳）茨城県出身。
1989年 安田生命保険入社
2004年 合併により明治安田生命
2019年 明治安田生命 室蘭営業所長
家族構成：妻、娘1人（中3）
趣味：ジョギング（毎朝30分）、
映画、音楽鑑賞、
スポーツ観戦（野球、ラグビー）
推薦者：西野 義人 会員

議

事

録

第１回理事会 議事録
日 時：2019年7月2日（火）13：30〜
場 所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、西野義人、菅原義男、菅原正明、
宮本一章、猪俣英二、廣瀬 禎、工藤一人、
上口喜代志、徳永賢二、斉藤 崇、
藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．予算・プログラム・委員会構成について
ⅰ）委員会 「2019-2020年度 クラブ役員・理
事・委員会構成」にて確認。
ⅱ）予算 前回は確定していなかった「前年度繰越
金」を盛り込んだ予算書を作成。
→ジャンパー作成予算は、クラブ会報費から雑費
に変更。
・ジャンパーの費用は会員からいくらか集めるのか？
→一人2,000円徴収の方向で。
・アクトもジャンパーを作るということになった
が、ポロシャツに変更する。
ⅲ）プログラム 「プログラム予定表」で担当委員
会を確認し、準備するように。
２．新会員（広瀬勲会員）の所属委員会について
・出席委員会に決定。
３．その他
①7/1日（火）クラブ協議会について
例年入会間もない会員を出席義務者としているが、今
年度は対象者を明確にする。案内文は本日発送する。
②7/23（火）親睦夜間例会について
広瀬勲会員の歓迎会も兼ねる。
※アクト会員は最大4名までをゲストとしてお招
きする。
※宮本秀樹会員に打診している、工大生が入会し
た場合招く（3名程度）。
※新会員候補者が、当日までに入会間に合えば、
歓迎会を行い間に合わない場合はゲストとして
お招きする。
③7/20（土）ロータリー・リーダーシップ研究会
について
札幌コンベンションセンターにて開催。
菅原義男副会長が参加。参加費4,000円。
④7/21（日）地区会員増強セミナーについて
13:30〜16:00ANAクラウンプラザホテル千歳
にて開催。赤崎会長と宮本会員増強委員長が参加。
登録料6,000円、交通費5,900円×2名。
⑤8/20（火）ガバナー公式訪問について
16:30〜会長・幹事懇談会。
17:30〜クラブ協議会。
18:30〜例会。
第２回クラブ協議会にて、進行など詳細を打ち合
わせる。第２回クラブ協議会予定日は会長・幹事
一任とし後日関係者に連絡。

⑥第７３回室蘭港まつり特集号広告出稿について
例年通り18,360円（税込）を拠出する。
⑦地区大会について
10月4日（金）会長・幹事会 ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル千歳
10月5日（土）本会議 北ガス文化ホール
10月4日（金）記念ゴルフ大会
登録料15,000円のうち、例年10,000円をクラブ
負担としているが、半額程度の負担に変更したほ
うがいいのでは？ →一端保留とする。
室蘭ＲＣと合同で、バスにての移動を予定。
→バス利用者が減っているので、車何台かの乗合
では？ →室蘭ＲＣの兼ね合いがあるので無理。
※ローターアクター、米山奨学生、事務局の登録
料はクラブ負担とする。
⑧伊達ＲＣ創立60周年記念式典について
開催は2020年5月なので、近くなってから検討
する。
⑨第３８回全道少年少女ヨット大会兼宮古交流レー
ス協賛の件
前回（６月４日次年度理事会）においては「お断
り」の予定だったが、改めて依頼があった。前回
（2017年）は協賛金１万円を支出している。お
受けすることとし依頼への対応は会長・幹事一任。
⑩ブルゾン・ネームプレートの件
ブルゾンは予算の項を参照。ネームプレートは作
成を承認。
⑪新会員の件
川本会員紹介（推薦）の「西城明」さん。有限会
社スズランデンタル・ラボ勤務の歯科技工士。本
理事会で承認の上、本日事務局より会員に連絡を
回す。
「歯科技工士」の職業分類にないため、新設して
いいか？
→室蘭東ＲＣに歯科技工士の会員がいるので、聞
いてみる。（会長・幹事一任）
⑫7/6（土）ローターアクトクラブ会長・幹事会に
ついて
現メンバー2名までの出席で承認する。
※６月に行われた前年度ＲＡＣ会長・幹事会に出
席したとのことで、交通費3,720円×2名分を
今年度予算より拠出する。
⑬7/9（火）例会について
岡山県より3名のビジターが来られる予定。
美作ＲＣ、津山ＲＣ、津山中央ＲＣの会員。
（2690地区第８グループ）
３名がツーリングで来られるとのこと。ドレス
コードの問い合わせが事務局にあった。「あまり
派手ではなく、常識的な範囲でＯＫ」と回答する
ことに。
それぞれバナーをご持参されるとのことなので、
バナーを３本準備する。

