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米山記念奨学生 ショウ・カンメイ 様

2019年8月20日（火）　第2291回　例会

●８月は会員増強・拡大月間です。
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2019～2020年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY CONNECTS THE WORLD
　　「ロータリーは世界をつなぐ」
　　　　2019～2020年度 ＲＩ会長　マーク・ダニエル・マローニー

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2290回（8月6日）例会記録

室蘭岳

本日献立 洋食（トルヌード風ステーキ、サラダ、ライ
ス、スープ、デザート）

次週献立予定

㈱ライフコンパス　　　　　　　　　　　　
ファイナンシャルプランナー　菊地　洋平 様

クラブ管理運営委員会

卓話「FPの仕事を通じて」

クラブ管理運営委員会

ガバナー公式訪問
会長・幹事懇談会
第3回クラブ協議会
夜間例会

会長報告
１．国際ロータリー日本事務局より
　　川本康裕会員にポールハリスフェローピン
が届きましたのでお渡しいたします。

　＊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。

１．本日例会終了後、理事会が開催されます。
関係者はお集まりください。

２．次週の例会はクラブ指定休会となっており
ます。お間違えのないよう宜しくお願いい
たします。

３．8/20（火）はガバナー公式訪問例会です。
開会時間は18：30からとなっております
ので、時間厳守のうえお集まりください。
集合写真の撮影がございますので、ネクタ
イ着用でお願いいたします。また、クラブ
協議会に出席される方は活動計画書をご持
参ください。

４．クラブジャンパー注文について
　　試着をご用意しておりますので、サイズを
ご記入の上ご注文下さい。

　＊ポリオプラス募金、1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。

幹事報告

１．国際奉仕委員会　椛澤委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　７月の募金額は12,393円です。前年度繰
越金と合わせて100,885円となっており
ます。ご協力ありがとうございます。引き
続きよろしくお願い致します。

２．親睦活動委員会　工藤委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　７月の募金額は6,698円です。ご協力あり
がとうございます。引き続きよろしくお願
い致します。

３．青少年奉仕委員会　廣瀬委員長より
　　8/11 ヨットの件について（別掲）

委員会報告

＊卓話講師の都合により変更になりました。
　ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
2名
49名

出席者数
欠席者数
出席率

36名
15名

70.59％

各種記念日

誕生記念日　菅原　義男 会員　8月7日

誕生記念日　荒谷　信幸 会員　8月9日

誕生記念日　猪俣　英二 会員　8月9日

結婚記念日　渡部　一姿 会員　8月8日

創立記念日　徳永　賢二 会員　8月1日

創立記念日　米塚　　豊 会員　8月1日

創立記念日　塚田　智憲 会員　8月10日

16：30
17：30
18：30

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

●プロフィール
　1976年、千葉県君津市生まれ。
　室蘭まちづくり放送株式会社代表取締役社長。
　1995年　室蘭商業高校卒業後、日鋼検査サー
　　　　　　ビス入社。
　2002年　ぼこいふじエンターテイメント加入、
　2007年　日鋼検査サービス退社
　　　　　　室蘭まちづくり放送株式会社設立
　2008年　ＦＭびゅー放送開始
　○日本コミュニティ放送協会
　　　　北海道地区協議会　事務局長
　○北海道中小企業家同友会
　　　　　　　　西胆振支部　幹事長
　○むろらんカルチャーナイト
　　　　　　実行委員会　実行委員長
　○室蘭市勤労者共済センター　理事長
　○室蘭観光協会　理事　他

　ＦＭびゅーは、昨年８月１０日おかげさまで１０
周年を迎えられました。
　多くの皆様に支えていただきながら、地域の皆
様のお役に立てるよう様々な活動をし、様々な困
難を乗り越えてここまで来ることができました。
この１０年を３０分でお話しすることは難しいの
で、今回は２０１８年８月１０日から今日までの１
０周年の年にどんなことがあったかをご紹介いた
します。
　２００８年開局当時から比べると、番組数やジャ
ンルもたくさん増えました。特にボランティアで
番組を放送してくださる方が多くなってきたこと
によるもので、感謝の気持ちでいっぱいです。今年
は、大沢小学校ＰＴＡの父母の方たちが、来年３月
閉校に向けた記念事業の一環として番組を購入し
たうえでの記念番組を放送してくれています。卒
業生の方々が次々と出演しての思い出話が大沢に
とどまらず、小学校生活を経験したことのある多
くの方に楽しんでいただける共感の場となってい
て人気の番組です。それから、子育て応援番組「ラ
ジこらん」を放送するボランティアの父母は、番組
の枠を飛び出してフリーペーパーの発行を始めま
した。
　毎年実施している「室蘭シャークス」の応援実況
放送は、５年ぶりの全国大会出場により、東京ドー
ムから生中継でラジオ放送を行いました。
　開局１０周年事業は１年を通して「地域の皆様
に笑顔になってもらえる企画を実施して日頃の感
謝の気持ちを伝えたい」との思いで様々な事業を
行いました。７月には「ヤマコしらかわいただきま
すごちそうさまツアー」として、蘭越町のお米農家
を訪問、サイロ展望台でそのお米で作ったご飯を
食べて、関内町のミニトマト狩り体験を楽しんで
いただきました。１０月には北海道日本ハムファ
イターズベースボールアカデミーを誘致して少年
野球チームの子供たちに楽しく技術を磨いてもら
いました。１１月は宮古－室蘭フェリーを盛り上げ
たいとの思いから、ツアーを実施。浄土ヶ浜観光や
三陸鉄道レトロ列車を貸し切っての観光案内、学

ぶ防災、帰りのフェリーで日中の移動を楽しむ
ゲーム大会など充実した旅行ができました。１２
月は親子ミニ四駆大会をアークス室蘭中央店３階
を会場に実施。第二次ミニ四駆ブーム中のため、多
くの親子が参加して楽しんでいただきました。お
手元の開局１０周年記念誌も作成できました。
　さらにこの間、９月には北海道胆振東部地震が
発生し停電中の緊急放送を実施、地域の皆様から
たくさんの情報をいただいて約６０時間放送を続
けられたほか、厚真町とむかわ町で臨時災害ＦＭ
局の開局支援活動も行いました。
　３月２５日には、老朽化して災害時に不安の
あったこれまでのスタジオから、輪西多目的セン
ター４階に移転しました。
予定していただけでも大変な計画の中、台風後の
大地震や移転など様々な突発的要素が加わり、体
調を崩して２週間入院するなど、１０周年の節目に
どうしてここまでと思うほどあわただしい１年間
となりました。
　それでも、様々な事業を無事終えられたこと。引
き続き放送を続けていられることは、地域の皆様
のご支援のおかげに他なりません。今後も皆様の
お役に立てるよう努力してまいりますので、引き
続きよろしくお願いいたします。

室蘭まちづくり放送株式会社
代表取締役　沼田　勇也 様

クラブ管理運営委員会

卓話「開局10年の
　　　　　ＦＭびゅ～を振り返る」



日時：8月10日（土）・11日（日）
場所：室蘭市B＆G海洋センター（エンルムマリーナ）

青少年奉仕委員会掲示板

国際ロータリー日本事務局より、川本康裕会員
へポールハリスフェローピンが届きました。

クラブ広報委員会　西尾　静枝 副委員長

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（8/10伊達ＲＣ主催の倉本聰講演会行ってきます）
岸田理（高校の室蘭支部同窓会で25年ぶりに寮の
同室の人と再会しました）
内池秀光（初めてロータリーの名刺を作ってもらいました）
川本康裕（白鳥会ゴルフコンペで飛び賞、大波賞を頂きました）
西野義人（水元少年野球部ホクレン杯争奪北海道
軟式少年野球大会残念ながら惜敗ｔなりました）
赤崎幸三（8/1クルミ薬局桑園店オープンしました）

　2019年7月新年度ロータリーの友が発刊さ
れました。正直なところ今まであまり興味を
持って読んではいませんでしたがパラパラと飲
んでみました。その中で今年度のガバナー24名
の横顔と題して紹介があり、最後にガバナーに
尋ねました。と題して、
　①至福のひとときは？
　②苦手なもの
　③自分を生き物に例えると？その理由は？
とあり、読んでみるとその人の性格など笑える
記事や、なるほどーと感心するところもあり面
白かったです。是非皆さんも読んでみて下さい。

川本康裕会員 ロータリーの友

10日（土）ＪＳＡＦジュニアヨットセーリングアカデミー
　　　　　　2004アテネオリンピック銅メダリスト　轟　賢二郎氏
　　　　　　2000シドニーオリンピック出場　　　　佐藤麻衣子氏
　　　　　による模範操舵・指導
11日（日）開会式　ジュニアクラス・オープンクラスレース
　　　　　閉会式、表彰式

廣瀬　禎　青少年奉仕委員長

全道少年少女ヨット大会兼
　　　　　宮古市交流レース

生憎の雨天でありましたが、宮古市からの２３名の選手並びに関係
者が参加しヨットレースが開催されました。協賛した室蘭北ロータ
リークラブからは初日のレセプション、二日目の閉会式、表彰式
（会員９名）に参加し交流を深めました。

ロータリークラブを代表して廣瀬禎青少年奉仕委員長が
あいさつ及び表彰授与を行った。

左）アテネオリンピック銅メダリストの轟賢二郎氏が
　　適切なアドバイスを
右）帆に風をいっぱい受けマストと舵を操るちびっこ選手たち

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。



議　事　録

第２回理事会　議事録
日　時：2019年8月6日（火）13：30～14：25
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、菅原義男、菅原正明、
　　　　西野義人、斉藤崇、徳永賢二、宮本一章、
　　　　内池秀光、猪俣英二、椛澤哲也、廣瀬禎、
　　　　加藤栄吉、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．8/20（火）ガバナー公式訪問について
　　16:30より会長幹事懇談会、17:30よりクラ
ブ協議会、18:30より例会。

　　クラブ協議会には、理事会メンバー及び委員
長の他、入会3年未満の会員が出席義務者。

　　会員以外の例会出席者は、米山奨学生、アク
ト3名の計4名。
　※室蘭民報社への取材依頼などは？
　→21日に３ＲＣ会長とガバナーが室蘭市へ
表敬訪問をする予定なので、取材はそこだ
けでいいのでは？（本日の会長幹事会で確
認する）

２．9/12（木）３ＲＣ合同例会について
　　室蘭プリンスホテルにて18:30より。
　　前回プリンスホテルで開催時にはサンルート
からタクシーの乗合で行った。今年も同様に
したいが、出欠確認時に会員に確認する。

３．9/17（火）振替休会について
　　12日の合同例会振替分として指定休会にする。
４．9/17（火）クラブ協議会について
　　18:30より開催。「ロータリーを知ろう」とい
うテーマで勉強会を実施したい。告知は全員
対象か、経験の浅い会員かは会長幹事で検討。
　※今後の勉強会をどのような形で継続してい
くのかは検討。

５．10/5（土）地区大会について
　　今年は室蘭ＲＣがバスではいかないとの意向
だが、当会はバス（25人乗り）で行きたいと
思う。（バスは仮押さえ済み）バス費用は利
用会員で割り勘。（事務局、奨学生、アクト
の分も）

　　登録料は会より１万円クラブ負担とする。米
山奨学生、事務局の登録料はクラブ負担。ア
クトは７～８名参加の意向。（最大11名の可
能性）3名分の登録料は「各種登録料」の予
算内より支出し、それ以上の分は青少年奉仕
委員会予算より支出。

６．新会員の所属委員会について
　西城明会員は出席委員会所属。

７．その他
　　①室蘭民報社より
　　がんばろう胆振！「北海道胆振東部地震か
ら1年」広告依頼あり。

　→本日の会長幹事会で他クラブの意向を確認
の上判断。（会長幹事一任）

　②青少年奉仕委員会より
　・9/8（土）ＲＡＣ地区協議会について
　　６～８名参加の意向。登録料+懇親会費
7,000円/人支出。（宿泊なし）

　　交通手段は要検討。
　・ＲＡＣ人頭分担金について
　　7月1日時点の会員数2名分（計2,000円）
地区に支払済み。

　③ 8月17日（土）ロータリーリーダーシップ
研究会について

　　菅原義男会長エレクトが参加。参加費
4,000円、交通費4,630円支出。

　④9月14日～15日（土日）ツーデーマーチ
　→詳細未定
　⑤社会奉仕委員会・カントリーデー
　→詳細未定
　⑥親睦活動員会　親睦家族移動例会
　→9月は実施せず。
　⑦米山奨学会より
　　45,000円の補助金を受給。
　⑧米山記念奨学生宿泊研修について
　　9/14（土）ショウカンメイ君は参加（米
塚カウンセラーは検討中）

　　⑨出席義務免除会員について
　　今年度、内池眞人会員、菅原悦子会員、澤
山豊会員の三名承認。

　⑩吉田ＳＡＡさらに1か月休会。
　⑪世界大会について
　　2020年6月6日～9日ハワイにて開催。赤
崎会長以下数名が参加の意向。

　　ホームクラブ100％出席対象者を考慮し6
月9日の通常例会を指定休会にし、6月30
日に振替え。→承認

　⑫室蘭北ＲＣが担当する来年度のガバナー補
佐に加藤会員を推薦する。


