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●12月は疾病予防と治療月間です。
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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

第2305回（12月3日）例会記録

室蘭岳

本日献立 中華ランチ（担々麺・チャーハンセット、デ
ザート）

次回献立予定

赤崎　幸三 会長

「各委員会半期活動報告」

次回の予定プログラム

一般社団法人登別室蘭青年会議所
理事長　宮本　朋行 様
クラブ管理運営委員会

卓話「JC活動について」

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．次週の例会は各委員会活動報告です。委員
長は原稿のご用意をお願いいたします。委
員長の欠席の場合は必ず代理の方を手配く
ださるようお願いいたします。

　＊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。

　　受付に設置してます。

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
　　11月の募金額は14,064円です。前年度繰
越金と合わせて144,347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
よろしくお願いいたします。

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
　　11月の募金額は11,096円です。
　　12/7（土）しめ飾り講習会参加宜しくお願
いします。

３．船水会員より
　　ロータリー財団奨学生重井さんの月例報告
４．ゴルフ同好会より
　　2/14～16の日程で松山ゴルフツアーを開
催します。参加宜しくお願いします。

委員会報告

各種記念日

結婚記念日　木村　卓也 会員　12月11日

ニコニコＢＯＸ

赤崎幸三（忘年会シーズン始まりました。身体に気
をつけてください）
藤井徹也（次年度理事・委員長が決まり安心です。
皆様よろしくお願いします）
西野義人（水元少年野球部卒団式が行われました。
私も心の汗をいっぱい流してきました）
廣瀬禎（ゴルフ同好会来年もよろしく）
中田孔幸（誕生記念日として）
米塚豊（次々年度幹事よろしく）
本間信（次々年度会長として承認されました）
内池秀光（ガバナー補佐幹事になります。どうぞ
よろしくお願いします）
川本康裕（札幌幌南ローターアクトクラブ45周年
記念に参加しました）

会長報告
１．ガバナーエレクト事務所より
　　加藤栄吉会員に委嘱状が届いておりますの
でお渡しいたします。

２．会長・幹事会報告
　　2020 年 2/2（日）ＩＭが蓬　殿にて開催
されます。

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

50名
3名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

36名
13名

73.47％

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。



１．クラブ細則第５条・第１条及び第３節に基
づきクラブ年次総会を開催いたします。

２．会員数50名中36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
されました本間　　信　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。

　　幹事には米塚　　豊　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　義　男　会員
　　委　員　藤　井　徹　也　会員
　　　　　　内　池　眞　人　会員
　　　　　　及　川　　　力　会員
　　　　　　國　田　雅　弘　会員
　　　　　　笹　谷　豊　明　会員
　　　　　　西　尾　静　枝　会員
　　　　　　松　島　　　茂　会員
５．Ｂ指名委員会による次期役員理事の選出を
要請いたします。

　　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．菅原義男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2020-2021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　義男次期会長より2020-2021年度役
員理事委員会構成の発表をお願い致します。

９．2021ｰ2022年度会長、幹事・2020ｰ2021
年度ガバナー補佐、ガバナー補佐よりご挨拶

　　　2021ｰ2022年度会長
　　　　本　間　　　信　会員　挨拶
　　　2021ｰ2022年度幹事
　　　　米　塚　　　豊　会員　挨拶
　　　国際ロータリー第2510地区第9グループ
　　　2020ｰ2021年度ガバナー補佐
　　　　加　藤　栄　吉　会員　挨拶
　　　2020ｰ2021年度ガバナー補佐幹事
　　　　内　池　秀　光　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いたし
ます。

前回例会のプログラム 司会　赤崎　幸三 会長「クラブ総会」

次々期会長指名挨拶
　　　　　　　　　　　　本間　　信 会員
　ただ今の総会にて次々年度会長として承認され
ました、本間でございます。
　実は先日の例会で内定を頂いてから今日まで、
不安で落ち着かない日々を過ごして参りました。本
日もその不安な気持ちは同じ状態で、それにもまし
て本当に私でよいのかという気持ちと責任の重さ
が加わっているところです。
　私の立ち位置は組織の中では２番手と言います
か、上の立場の方の手助けをするのが似合ってい
ると思って参りました。しかしながら、室蘭北ロー
タリークラブの50数名の仲間がいる、その皆さん
に色々なことを教えてもらえる、助けていただける
と固く信じ、次々年度会長という大役をやりとげる
決心を致しました。
　具体的な方針は年度はじめのご挨拶にて申し上
げますが、とにかくオープンにベテランの方々そし

て若手の皆さんの意見交換をしていただき、通年
の奉仕活動、継続事業はもちろん、50周年を迎え
るにあたり新しいスタートをきる年度としたいと
考えておりますので、皆様のご協力、ご指導を宜し
くお願いいたします。
　本日はご承認いただき本当にありがとうござい
ました。

次々期会長・幹事指名挨拶



次々期幹事指名挨拶
　　　　　　　　　　　　米塚　　豊 会員
　この度、次々年度会長本間信様より、次々年度幹事として
指名いただきました米塚です。
　指名いただいたというより、どちらかというとこちらから
幹事を是非ともやらせていただきたいと、次々年度会長に
お願いしたわけです。と言いますのは、５年前私が会長の時
には本間次々年度会長には幹事として大変お世話になり、
まだその恩返しが済んでおりませんので今回私が幹事とし
て次々年度会長を少しでもお助けできればと思います。しか
し私も年をとり逆にご迷惑をおかけするかも知れません。
その時はロータリーの精神でよろしくお願いいたします。

第９グループガバナー補佐エレクトあいさつ
　　　　　　　　　　　　加藤　栄吉 会員
　その荷は私にとって重過ぎるのですが、来年で
ロータリー在籍３５年、「古稀」齢も７０歳、一つの
節目かなと思いお引き受けいたしました。ロータ
リークラブでの経験が仕事の面で、対社会面で、私
個人において、勉強となり、それが今日の自分に成
長させてくれました。ですから私にとってロータ
リーは「人生の学校」である。これまで何度も言っ
たり、書いたりしてきました。その恩返しの番だと
思っています。
　５年に１回廻ってくるガバナー補佐ですが、９グ
ループのまとめ役の責務を果たすと伴に、再来年２
月開催されるIM、これは室蘭北クラブの総意に基
づく、全会員の協力がなくては成り立ちません。皆
様のご理解とご支援をお願いしたします。
　週末７日の土曜日、札幌で第１回目のガバナー補
佐会議が開催されます。藤井敬悟ガバナーエレク

トの理念、運営方針などお聞きし、９グループ時期
会長・幹事の皆さんに伝達し、今からその体制つく
りに取り掛かりたいと思っております。
　補佐幹事には若い内池秀光さんにお願いしまし
た。若さ溢れるエネルギーを吸収しながら、第９グ
ループの結束の絆を深めてまいりたいと思いま
す。皆様よろしくお願いいたします。

次年度ガバナー補佐・ガバナー補佐幹事就任挨拶

ガバナー補佐エレクト幹事あいさつ
　　　　　　　　　　　　内池　秀光 会員
　この度、次年度のガバナー補佐幹事を、仰せつ
かりました内池　秀光です。
　最初、このお話を聞いたときに、僕のような若輩
者にはこのような大役、荷が重すぎるのでは？そ
う思ったのですが、実は加藤さんから依頼のあった
１，２週間前、例会の席上でロータリーの話しが

あって、廣瀬さんに
「ロータリーにはノー
はない！」という言葉を
教えら、何故か心を打
たれました。そして、加
藤さんからの依頼要
請、その言葉が頭に
あったものですから、
「Noはない」補佐幹事
を引き受けてしまうこ

とになってしまいました。
　後でふと気付いたのですが、前回のガバナー補
佐は廣瀬さん、その時の補佐幹事を務めていたの
が加藤さんということを考え合わせますと、もしか
したら、最初から全て仕組まれていたのでは？と思
えて仕方がありません。
　先週の例会の時に、ガバナー補佐幹事と紹介さ
れてから、何人かの人に「大変だとは思うけど頑
張ってね！」と可愛そうな人を見る目で応援される
ようになって、初めて実感が湧いてきて、今は身の
引き締まる思いでいっぱいです。
　今回、このような自分を磨く場を与えてくれまし
た加藤ガバナー補佐エレクトと北ロータリークラブ
の皆さんには本当に感謝しております。是非！引き
受けたからには、敬愛する加藤ガバナー補佐を全
力でサポートして参りたいと思っておりますので皆
さん、ご協力の程、どうぞ宜しくお願い致します。
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財　　団

監　　査

菅原　義男

藤井　徹也

菅原　正明

猪 俣 英 二

小野寺浩二

米塚　　豊

川本　康裕

椛澤　哲也

菅原　正明

荒谷　信幸

宮本　一章

齊藤　俊一

赤崎　幸三

猪俣　英二

内池　眞人・西野　義人・小野寺　浩二

斉藤　泰成・村井　幺乙・西尾　静枝・菅原　義男

荒谷　信幸

岸田　　理

猪俣　英二

徳永　賢二

太田　義則

宮本　一章

小野寺浩二

西野　義人

上田　恵子・澤山　　豊・中田　孔幸・松田　博文

椛澤　哲也・三村　博通

川本　康裕・松島　　茂・中田　孔幸

荒谷　信幸・菅原　悦子・工藤　一人

及川　力・土井　伸・猪俣　英二

松島　茂・笹谷　豊明・佐藤　隆夫・馬場　直志

笹谷　豊明・猪俣　英二・西野　義人
三浦　義隆

西野　義人・工藤　一人・柳谷　純二
山口　雄平・小野寺　浩二・内池　秀光
馬場　直志

菅原　悦子・椛澤　哲也・小野寺　浩二
佐藤　隆夫・柳谷　純二・渡辺　一姿
工藤　一人

猪俣　英二・菅原　悦子・菅原　義男
徳永　賢二

菅原　義男

赤崎　幸三

松田　博文

本間　　信

藤井　徹也

川本　康裕

　

本間　　信

松田　博文

椛澤　哲也

宮本　一章

西野　義人

赤崎　幸三

川本　康裕

荒谷　信幸

太田　義則

齊藤　俊一

１．役　員

室蘭北ロータリークラブ　2020～2021年度　役員・理事

２．理　事（１5名）

３．委員会

（オブザーバー）



　去る12月7日(土)室蘭市生涯学習センター「き
らん」にて、菅原正明会員を講師に「しめ飾り造り
講座」が開催されました。会員のご家族や職場の
方々、あるいはご友人など21名の参加があり、賑
やかな会となりました。
　「しめ飾り(注連飾り)」とは、お正月に歳神様をお
迎えする家の中に、邪気や魔、厄災、禍事が入ってこ
ないようする結界を意味し、家内安全・厄除けのご
利益のある飾りです。主に稲穂や麻で作られた「し
め縄」に縁起物を飾り付けるのが一般的ですが、今
回はカラフルな水引をベースに、お好みの飾り付
けを施すもので、悪戦苦闘しながらも参加者それ
ぞれの個性が輝く傑作揃いとなりました。「しめ飾
り」は外玄関や門に飾るのが本来ですが、今回作成
したものはモダンな雰囲気で、インテリアとしてお
部屋に飾っても良いかも知れません。店舗に飾ろう
かなと話されていた参加者もおりました。

　昨年のクリスマスリースのように、季節感のあ
るものを皆で製作する楽しみを、今回の「しめ飾り
造り」でも感じました。今後も親睦活動委員会では
様々な活動を行なって参りますので、これからも
沢山のご参加をお待ち致しております。

　2019年11月30日（土）に札幌幌南RACの創立45周年記念式典が
「プレミアムホテル‐TSUBAKI-札幌」で開催されました。
　当日は、福田武男ガバナー、福井敬梧ガバナーエレクト始め多数の
ロータリアンも参加されました。室蘭北RACから残念ながら出席者
はいませんでしたが祝電を送り、当日披露されました。
　プログラムも14：00より会長のコーエン　ソフィアン君の点鐘か
ら始まり、来賓挨拶、メインプログラムを経て閉会しました。
　当RACも再来年、RCと同時に創立されました。当クラブ50周年
と同じくRACも創立50周年を向えます。
　今までは、その時の周年によって、クラブの周年に含めた形式であっ
たり、RCとは別にアクトの周年として別に開催したりしていました。
　当クラブの50周年の時に、どの様な形式を取っていくのか今後当
RACとの協議も必要になると思います。

RAC INFORMATION
「札幌幌南ローターアクトクラブ創立45周年記念式典開催」

国際ロータリー第2510地区　
地区ローターアクト委員会　副委員長　川本　康裕

「しめ飾り造り講座」開催



米山記念奨学生

米山記念奨学生ショウ・カンメイさんに奨学金を
支給しました。

ガバナーエレクト事務所より委嘱状

加藤会員に委嘱状をお渡ししました。

第６回理事会　議事録

日時：2019年12月3日（火）13時40分～14時05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、斉藤崇、

　　　　内池秀光、小野寺浩二、宮本一章、

　　　　上口喜代志、加藤栄吉、猪俣英二、廣瀬禎、

　　　　藤井徹也（議事記載）

【協議事項】

【協議事項】

１．親睦活動委員会

　　12/24（火）クリスマス家族例会について

　前回理事会報告からの追加・変更点：ローターアク

トは有料で3名追加、計6名で参加する。ビール販売

は10L樽を1つ（約30杯分）をきたがわさんにお願

いする。タピオカドリンクの販売も検討中。

　　1/7（火）新年交礼会について

　例年通りの内容で実施の予定。余興はサクパルさ

んにお願いする予定。

　米山奨学生、ショウカンメイ君を招待する。

２．1/14（火）、2/18（火）クラブ協議会について

　1/14は上期会計報告及び、各委員会の下期活動計

画発表。2/18は実施しない。

３．職業奉仕委員会

　　1/28（火）クラブフォーラムについて

　12/10（火）委員会を実施し内容を決める、次回理

事会にて報告する。

４．2/2（日）ＩＭについて

　今年度は、室蘭東ＲＣ主催、中嶋神社蓬莱殿にて開

催。「炭・鉄・工」に絡んだ講演がメインとのことだ

が、テーマは決まっていないとのこと。

　　15:00登録受付　15:30例会開始

　　16:00講演開始　17:30懇親会　19:00終了

　締めの挨拶は次年度ガバナー補佐の加藤会員。日

曜開催なのでできるだけ多くの参加をお願いした

い、との依頼あり。

５．下期会費について

　臨時会費1万円、クリスマス家族例会のチャリティ3

千円を合わせ、9万8千円を会員に請求したい。

……………………………………………………承認

６．室蘭民報社広告掲載依頼について

　令和2年新年広告料、22,000円（税込）の依頼あり。

……………………………………………………承認

７．その他

○澤山会員より奥様を介して退会したい旨の連絡が

あり、退会届も届いている。諸事情を考慮し、承諾

とする。澤山会員の長年の功績を鑑み、感謝状・記

念品の贈呈を検討する。

○定款・細則について

　クラブ広報徳永委員長が「クラブ定款・細則変更委

員会」を開設し一度実施。12月末までにＲＩでの決定

内容と当クラブ定款・細則を比較し変更すべき点

を確定し次回委員会（1月予定）に提出、検討、決議

の流れで進んでいる。

○12/7（土）2020-2021年度ガバナー補佐会議へ加

藤会員出席につき、交通費5,230円支出する。

議　事　録


