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2019年９月24日（火）　第2296回　例会

●９月は基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間です。
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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 前々回例会の報告

第2294回（9月10日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和食ランチ（巻き寿司と肉うどんセット、
フルーツ）

次回献立予定

室蘭税務署　署長　信山　道広 様
クラブ管理運営委員会

卓話「ネット社会と税」

次回の予定プログラム

弁護士法人　北海道みらい法律事務所
弁護士　本間　寛菜 様
クラブ管理運営委員会

卓話「室蘭の女性弁護士
　　　　　としての活動について」

会長報告
１．勉強会の日時、日程変更について
　　３グループに分けて勉強会を開催致します。
　　　１グループ　9/17（火）
　　　２グループ　9/24（火）
　　　３グループ　当初 10/1 に予定しており
　　　ましたが諸事情により、10/8（火）に
　　　変更いたします。
　　尚、いずれも会場はサンルート室蘭、時間
は 18：30～です。

１．9/12（木）の例会は３ＲＣ合同親睦夜間
例会です。

　　　受付　17：30　開会・点鐘　18：00
　　お時間お間違えのないよう宜しくお願い致
します。タクシーをご利用になる方は、出
発時間17：00となっております。直接会
場にお越しの方は、受付17：30となって
おりますので宜しくお願いいたします。尚、
次週の例会は振替休会となっておりますの
でお間違えのないようよろしくお願いいた
します。

　＊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．青少年奉仕委員会　廣瀬委員長より
　①9/12（木）３ＲＣ合同夜間例会に於いて
北ＲＡＣメンバーによる生ビール販売が実
施されることとなりました。限定50杯で
料金は1杯1,000円（おまけ付き）になり
ました。北ＲＡＣ活動費捻出のために皆様
のご協力をお願いします。

　②蘭東少年野球団後期大会が9/14（土）開
催され、開会式には当クラブから６名が出
席、その後４チームの激戦が繰り広げられ
ました（別掲）

　③交通安全自転車リレーの報告（別掲）

委員会報告

各種記念日

誕生記念日　三浦　義隆 会員　9月11日

誕生記念日　水野　　治 会員　9月15日

誕生記念日　木村　卓也 会員　9月16日

結婚記念日　太田　義則 会員　9月11日

結婚記念日　徳永　賢二 会員　9月15日

結婚記念日　工藤　一人 会員　9月15日

結婚記念日　菅原　悦子 会員　9月17日

創立記念日　椛澤　哲也 会員　9月16日

創立記念日　中田　孔幸 会員　9月17日

ニコニコＢＯＸ

菅原正明（卓話ありがとうございました。またこの次）
佐藤隆夫（七面山に行ってきました）
宮本一章（秋季大会息子が４番キャプテンで出場しました）
斉藤崇（無事七面山参拝してきました）
藤井徹也（経産省のキャリア研修を受け入れています）
赤崎幸三（登山行ってきました）
宮本秀樹（創立記念日にあたり）

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。



前々回例会のプログラム

　最近、ＳＮＳでよく見るハーバリウムは、花屋以
外のいろいろなお店やインターネットでよく見か
けると思います。
　もとは研究のために植物の状態を長期に保存
する方法としてあったものを、見た目が綺麗とい
うことで観賞用にするようになりました。ですか
ら、ハーバリウムは植物標本という意味です。
　最近はインテリアフラワーとして人気がありま
す。特にＳＮＳ（インスタグラム）の普及によって一
気に拡がりました。また、自分で気軽に作れるこ
とからお花の教室やサークルで集まって楽しむ方
が増えてきています。
　中に入れる液体は専用のオイルで成分はシリコ
ンオイルです。また流動パラフィン等でも代用で
きます。オイルを使うことにより光沢のある鮮や
かな感じになります。中に入れるお花は、プリザー
ブドフラワー、もしくはドライフラワーです。生花
などはビンの中で腐敗しカビが生えてきますの
で、必ず乾燥したものを使います。
　ハーバリウムは長期保存ができ、持ち運びも手
軽なので誕生日や色々なプレゼントにも喜ばれて
います。当店では御仏壇にと、ライトがついている
台と一緒に買われて行かれる方もいらっしゃいま
す。設置場所ですが、直射日光によって色褪せや色
落ちがありますので気をつけていただきたいと
思います。

菅原　正明 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「ハーバリウム体験」

出席報告（9/12）

会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
3名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

31名
17名

64.58％

出席報告（9/10）

会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
3名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

33名
16名

67.35％

　　　17：30　　受付
　　　18：00　　開会・点鐘　　
　　　18：30　　懇親会
　　　20：00　　閉会



前回例会のプログラム

　9月12日（木）18:00より室蘭プリンスホテルに
て、恒例の「3ロータリークラブ合同夜間例会」が3
クラブ総勢74名と福田ガバナーにもご出席いた
だき開催されました。
　室蘭RC近江会長の点鐘で例会は始まり、福田
武男ガバナーからご挨拶をいただきました。
　3RCの会長・幹事及び主な役員と当日出席した
会員の紹介が順に行われ、室蘭北RCから参加し
た32名が紹介されました。
　荒井ガバナー補佐のご発声により全員で乾杯
し、懇親会が始まりました。懇親会では室蘭北
RACから会長・幹事を含む4名がビールの対面販
売の機会を得ることができ、ビールと一緒に笑顔
を提供していました。
　懇親会の後半では室蘭RCが考案したという

デッキカーリングというゲームでアトラクション
を行いました。3RC対抗戦となったのですが今回
は室蘭北RCの圧勝で昨年の合同例会のアトラク
ションで3位だった雪辱を果たし大きなシャンパ
ンをゲット！次回親睦例会でふるまわれることに
なります。
　アトラクションで盛り上がった後はロータリー
ソング「手に手つないで」の後、合同例会の次年度
ホストである室蘭東RC次期会長、松永様の中締
めの乾杯と近江会長の点鐘を以て、例会・懇親会
は無事終了いたしました。
　例会終了後は各々が2次会へと繰り出し、さら
に3RCの親睦を深めることができました。皆様お
疲れ様でした！

西野　義人 幹事
クラブ管理運営委員会

「3RC合同親睦夜間例会」
受付 17:30
開会・点鐘 18:00
懇親会 18:30
中締め 20:00

第2295回（9月12日）例会記録



2510地区ローターアクト「交通安全自転車リ
レー」が赤平をスタートし、２日間で約200㎞を14
人がリレー、9/16（月）東室蘭駅東口に午後1時
ゴールしました。
　最終日の16日は苫小牧から北ＲＡＣが担当し、
（川本地区副委員長が送迎）小椋圭修幹事が最終

ランナーとして無事ゴールをしました。
　ゴール地点には当クラブから12名が参加し、ク
ラッカーを鳴らして出迎えました。その後午後2時
からミンクールにて「全国ローターアクト研修会
実行委員会」が開催され、北ＲＡＣから4名、北ＲＣ
から4名が会議に参加しました。

青少年奉仕委員会　廣瀬委員長より

蘭東少年野球同好会

　「ロータリーの友」9月号76p　この人を訪
ねてのコーナーにミキハウス社長木村皓一さ
んの記事が掲載されています。
　ミキハウスの子供服は当時私の子供も３～
４歳の頃に買って着せ
ておりました。値段が
高くあまり買えなかっ
た記憶があります。記
事の中、ポリオで苦労
され、それをバネに努
力され成功した物語が
載っておりますので是
非読んでみて下さい。

クラブ広報委員会　徳永委員長より



　毎年９月の第３月曜日は｢スカウトの日｣です。
それに合わせてカントリデーとして奉仕活動が行
われております。今年度も北ロータリー、アクトが
参加して合同で行われました。
　向陽公園付近から上流に向かい知利別川の清
掃、川沿いの遊歩道の草刈、メインの空き缶拾いを
総勢（ボウイスカウト７名、北RC会員17名、事務

局1名、アクト4名＋２名）３１名余りが参加して行
いました。
　知利別川周辺が大変きれいになり喜ばしい事
だと思います。この活動を毎年、積極的に行い社
会奉仕活動に努めれればと思いました。参加され
た皆様ありがとうございます。お疲れ様でした。

(社会奉仕委員長　猪俣　英二）

令和元年9月カントリーデー（今年度は9月14日開催）

　第32回北海道ツーデーマーチが、令和元年9
月14日、15日の二日間、洞爺湖畔にて開催され
ました。
　今年は両日で約1200名のウォーキング愛好
家が全国から参加されました。
　この大会は第9グループの奉仕活動で、各クラ
ブから多くの会員がボランティアとして参加し
ています。当クラブからは14日が西野幹事、藤
井会員、15日が菅原(義)会員、本間会員、藤井会
員の延べ5名が完歩者にスープやポテト、ニンジ
ンのサービスを行いました。
　両日とも天候に恵まれ、参加者は北海道の大
自然を満喫しながらのウォーキングで、達成感
もひとしお、という表情でした。来年も多くの
ロータリアンの参加をお願いします。
　参加されたみなさん、お疲れ様でした。

（文責藤井）

北海道ツーデーマーチ　2019年9月14日（土）、15日（日）

●交通安全自転車リレー

室蘭民報に
掲載されました。

クラブ広報委員会より



日時：2019年9月17日（火）18時30分～19時30分
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、菅原義男、西野義人、工藤一人、
　　　　水野治、木村卓也、上口喜代志、廣瀬禎、
　　　　笹谷豊明、内池眞人、塚田智憲、宮本秀樹、
　　　　斉藤聡、川本康裕、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
・赤崎会長より、勉強会の企画の決め方、進め方に
先輩会員から意見があり、二転三転あったため、
その謝罪。また、勉強会⇒「ロータリーを知る」
を開催する目的・日時・方法について再度説明。
・「勉強会」は、クラブ広報委員会が開催すること
になっている。今回の赤崎会長・西野幹事が開催
する集まりは、「ロータリーを知る」という名称
に変更という説明。
・ベテラン会員より、今後の進め方の意見・アドバ
イスを、経験浅い会員よりロータリー活動に関し
ての疑問、悩みなどを出し合う。

・今後の進め方、日程の修正案などの方向性を決めた。
①誰かがコーディネート役、司会役になって進めて
欲しい。
②委員会の開催する行事や奉仕活動について、例年
と同じやり方に工夫を取り入れたやり方もいいの
では。
③新入会員用の勉強会を催して欲しい。
④「ロータリーを知る」は、ロータリーの様々な
ルールを知る機会にして欲しい。
⑤ポールハリス氏、米山氏の偉業を学ぶ機会もあれ
ばいい。
⑥会長の方針に沿って、やりたいようにやってみれ
ばいい。
《決まったこと》
①名称はロータリーを知る。
②グルーピングは変更なし。
③日程は１回目９月２４日、２回目１０月８日、３
回目未定。
④先輩会員の話をする日程、９月１７日の会員⇒９
月２４日に変更、９月２４日の会員⇒１０月８日
に変更、１０月８日の会員⇒未定。

●知利別川清掃の様子

室蘭民報に
掲載されました。

クラブ広報委員会より

ロータリーを知る（仮称）について

議　事　録


