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●1月は職業奉仕月間です。
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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2310回（1月14日）例会記録

室蘭岳

本日献立 洋風ランチ（ハンバーグ・デミソース、サラ
ダ、パン、スープ、デザート）

次回献立予定

上口　喜代志 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「私の職業」

次回の予定プログラム

クラブ管理運営委員会
職業奉仕委員会

夜間例会「クラブフォーラム」

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。又、18：30
より、ホテルサンルート室蘭に於いてクラ
ブ協議会が開催されます。関係者はお集ま
りください。

２．地区ローターアクト学友会
　　発足式総会及び記念祝賀懇親会開催の件に
ついて回覧致します。

　　　日時：令和2年2月15日（土）15：00～
　　　会場：プレミアムホテルTsubaki札幌
　＊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。
　　募金箱は受付に設置してます。

幹事報告

各種記念日

ニコニコＢＯＸ

岸田理（新年交礼会楽しかったです）
赤崎幸三（社員の結婚が4件あります。めでたい）
國田雅弘（今年は6度目の年男ですのでニコニコし
ました。気持ちと身体は若いようです）
木村卓也（出席100％がんばります！）
猪俣英二（ホーム上半期100％達成）
宮本一章（ホーム上半期100％でした）
本間信（ホーム上半期100％記念品頂きました）
加藤栄吉（ホーム上半期100％記念品頂きました）

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

32名
15名

68.09％

創立記念日　松島　　茂 会員　1月16日

会長報告
１．澤山会員が、2019年12/27に退会されま
した。

２．国際ロータリー日本事務局より
　　松田博文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。

３．札幌南ＲＡＣより創立45周年記念式典の
お礼状が届いております。回覧いたします。

１．ロータリー財団仕委員会　加藤委員長より
　　ロータリー財団年次寄付のお願い
２．出席委員会　水野委員長より
　　上期ホームクラブ100％表彰
　　赤崎幸三会員・猪俣英二会員・加藤栄吉会員
　　木村卓也会員・國田雅弘会員・笹谷豊明会員
　　菅原義男会員・本間信会員・宮本一章会員
　　村井幺乙会員

委員会報告

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。



荒谷　信幸 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「運」

　世の中には「運」の強いやつと弱い奴がいるよ
うです。
　「運」の弱い奴は、朝寝坊から始まります。
　目覚ましに、何で鳴らないんだよと叩いたとき
に突き指をし、急いで会社に行かなくちゃーと駅
に行ったら定期券が無く、生憎小銭が無く財布か
ら1万円札を窓口に出すと「両替はあちらの売店
で」と突き返され、売店へ行くと売店の婆さんが
「まさか両替だけでないでしょうね」という目で、
しかたなく傍らにあった週刊誌を一冊とってお釣
りをもらい切符を買って電車に乗り、ホッとして
買った週刊誌を開いたら昨日読み終えた週刊誌
で、会社に着いたら、いつもは遅くに来ている部長
がその日に限って早く来ており、「おお安倍君重役
出勤かー」と嫌味を言われ、机に座り仕事をして
いたら、隣の奴が小便に立った隙にそいつの机の
電話が鳴ったんで出ると客からの苦情で、「お前の
ところはどうなっているんだ」「いえ、その担当が
今席を立っておりますので」「何が担当だ」と怒鳴
られ、やっとのことで電話が切れたところで隣の
奴が小便から帰ってきて、何ペコペコしているん
だ馬鹿だなーという顔をして、怒る気にもなれず
仕事をしていると、上司から今日は残業だと言わ
れ、今夜は彼女と食事の約束をしていたのに、仕
方なく彼女に電話をして「ごめん急に残業が入っ
たので食事はまた今度にしてくれ」というと、彼女
からは「ずーっと今度でいいわよ」と言われ、やっ
と残業を終え帰りの駅で降りても真っ直ぐ家に帰
る気がしなくて駅前の「焼鳥屋」に寄り一杯飲んで
いると焼き鳥で前歯が折れ、ああー今日はついて
いないなーとズボンの後ろポケットに手を入れる
と定期券が出てきたという奴。
　それに引き替え「運」の強い奴は、同じ朝寝坊か
ら始まるんですが、目覚ましが止まってるんじゃ
ないかとテレビのスイッチを入れると、いつもの
電車が事故で止まっていることが解り、それなら
何も急ぐことはないとシャワーを浴び、モーニン
グコーヒーを飲んだりしてゆっくり出勤すると、
いつもは遅く来ている部長がもっと遅く来て、「あ
れ安倍君のいつもの電車、事故で止まっていただ
ろ。それなのにこの時間に出社か、仕事熱心だな
あ」と褒められ、自分が小便に席を立っている隙
に、隣の奴が苦情の電話を取りペコペコ謝ってお
り、今日は残業だと思っていたら仕事が早く終わ
り、会社で一番可愛い女子社員に今夜食事でもど

うと声をかけたら「私もいいわよー」、イタリアン
レストランでワインを飲みながら食事をしている
と、ほろ酔いになった彼女が「私今夜は帰りたくな
い」おいおいいいのかよーと、二人でホテルに行く
と、「おめでとうございます。当ホテル1,000組目
のお客様でございます。ハワイ旅行がプレゼント
されます」そんな奴はいません、いてほしくもあり
ませんが。
　今の話は極端ですが、人はなんとか自分に「運」
を引き寄せられないものだろうかと考えているよ
うです。
　経営の神様と言われる松下幸之助が社員の採
用に当たって、どちらにしようかと迷った場合は
「運」の強い方を採用したと言われています。また
数いる役員の中で「山下飛び」と言われた高卒で
末席の山下社長を抜擢した際に、どうして山下社
長ですかとの質問に、彼は「運」が強いやろうと
言ったというエピソードがあります。
　又、プロ野球の巨人が日本シリーズ9連覇した
ことがありますが、マスコミが当時の川上監督に
なぜ9連覇もできたのかと質問をしたところ「巨
人軍には運の強い選手が多くいたに過ぎない。練
習量も素質も他の球団と大差はない、たまたま他
の球団より運の強い選手が多かったに過ぎませ
ん」と言ったエピソードがあります。
　左様に「運」の強い人をそばに置くことが「運」
を引き寄せることのようです。
　その点、北ロータリークラブの会員は元気で長
生き・お金持ち・商売繁盛、そして何よりいい奥さ
んに恵まれた「運」の強い人ばかりです。したがっ
て、北ロータリークラブのメンバーになることが
即ち「運」が強くなることなのです。
　次年度のプログラム委員長に指名されておりま
すが、次年度の「卓話」を依頼された方は特に「運」
の強い方です。気持ちよくお引き受けくださるこ
とを期待しておきます。

前回例会のプログラム



RAC INFORMATION ローターアクトクッキー作り

　12月22日（日）きらんにて北ロータリークラブク
リスマス例会で販売するビール・タピオカジュース
の副品とするクッキーをローターアクト5名と廣瀬
禎、川本康裕会員の合計7名で作りました。
　初めてのことで試行錯誤の連続の末、3時間半か
けて完成させました。味の方は、ロータリー精神で
何卒ご容赦の程をとのことでした。

上期ホームクラブ100％表彰

赤崎幸三会員・猪俣英二会員・加藤栄吉会員
木村卓也会員・國田雅弘会員・笹谷豊明会員
菅原義男会員・本間信会員・宮本一章会員
村井幺乙会員

青少年奉仕委員会　　委員長　廣瀬　禎



第７回理事会　議事録
日時：2020年1月14日（火）13時30分～14時25分
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、菅原義男、斉藤崇、菅原正明、
　　　　椛澤哲也、宮本一章、上口喜代志、加藤栄吉、
　　　　猪俣英二、廣瀬禎、西野義人（議事記載）
【協議事項】
１．上期会計報告について（会計:斉藤崇会員）
　12/31現在下期会費納入は34名、1/10までにさら
に4名の納入あり。収入・支出共に予算の範囲内と
なっている。…………………………………（承認）

２．1/14（火）本日のクラブ協議会について（確認）
３．1/28（火）職業奉仕委員会　クラブフォーラムにつ
いて（職業奉仕:上口会員）
　1部・2部構成として、1部はメンバーの職業紹介を
出席者にしていただく。2部はベテラン・中堅・若手
それぞれの階層から職業奉仕についての話をいた
だく。…………………………………………（確認）

４．2/25（火）国際奉仕委員会　クラブフォーラムにつ
いて（国際奉仕：椛澤会員）
　RCは国際団体という事実を実感し知ってもらう。
タイ・ノンカイでのウォータークリーン事業に参加
してその体験を報告することで国際社会での奉仕
を実感してもらう。…………………………（確認）

５．2/2（日）ＩＭについて
　1/10現在室蘭北RCからは会員32名・事務局1名
の合計33名登録となっている。……………（確認）

６．その他
・他の団体が行っている給食ボランティアについて
　寄付の依頼が来ているが、当クラブでは前例がな
く、予算も取っていないことから、早計な判断はで
きないとし、お断りする。……………………（承認）
・RAC「第3回会長幹事会」「温泉交流会」について
　2名までの出席を想定して、登録費10,000～
12,000円・交通費5,230円の2名合計で最大
34,460円の支出を見込む。 ………………（承認）
・6月プログラムについて
　6/9を休会とするのは第2回理事会で承認済み。プ
ログラムとしては6/9卓話を6/23に変更。6/23最
終親睦夜間例会を6/30に変更。6/16は変更なし。
・慶弔基準について
　室蘭北RC慶弔基準を理事会で改めて確認（変更なし）。
・「米山寄付金並びにロータリー財団寄付表彰規定」
について
　理事会で内容を改めて確認をしたが名称と表彰規
定を変更することとし次回理事会までに会長・幹
事により案を作成することとする。（承認）
・米山奨学生ショウカンメイ氏について
　在留資格が留学生ビザから就業ビザに変更になっ
たと報告を受けた（確認）

議　事　録

第５回クラブ協議会　議事録
日時：2020年1月14日（火）18時30分～20時00分
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、斉藤崇、
　　　　宮本一章、加藤栄吉、水野治、木村卓也、
　　　　上口喜代志、椛澤哲也、廣瀬禎、塚田智憲、
　　　　岸田理、宮本秀樹、斎藤聡、
　　　　広瀬勲、西城明、西野義人（議事記載）
【協議事項】
１．上期会計報告について（会計:斉藤崇会員）
　12/31現在下期会費納入は34名、1/10までにさら
に4名の納入アリ。収入・支出共に予算の範囲内と
なっている。

２．下期活動計画について
　１．SAA　吉田会員の逝去によりSAA小野寺、副
SAA藤井となった。上期同様の活動となる。

　２．会員増強　上期が±2で純増0だった。下期は現
会員の退会を防ぐことを主眼とするが、候補者に
は積極的にアプローチしていく。

　３．クラブ広報委員会　定款細則の改訂中。
　４．プログラム委員会　第9Gr会長卓話シリーズの

継続。2/18には室蘭市青山市長に卓話をいただく。
プログラムの内容が出席率の向上につながるよう
行っていく。

　５．出席委員会　上期から引き続きホームクラブ
100％出席会員の前年比増を目標とする。SNSの
活用は上期37回実施した。下期も継続。出席率の
定期報告と下期の表彰を行う。

　６．親睦活動委員会　会員のお誕生日のお花を継続
するに伴いニコニコＢＯＸをお願いする。3月に今

期2回目の麻雀大会を開催。5月または6月に親睦
移動家族例会を4/24オープン予定の白老町ウポ
ポイで開催予定。

　７．クラブ会報委員会　上期に引き続き下期も全委
員（5名）参加で会報を仕上げていく。誤字脱字が多
かったので下期はそれらを少なくする。

　８．職業奉仕委員会　4つのテストの唱和を継続。
1/28にフォーラムを開催。職場訪問例会の実施先
を検討中。

　９．社会奉仕委員会　下期は献血例会を4月に実施
予定。会場の検討を行っている。他の団体との連携
活動を模索しているが現在のところ実施予定はな
い。

　10．国際奉仕委員会　下期はタイ・カンボジアへ委
員長自ら視察に行く。委員長を外れても3年間継続
予定。
　例年行っている室蘭工大の留学生との登山を実施
予定、大学側との打ち合わせを行う。
　ハワイでの国際大会に最大で12名での参加を予
定。2/25フォーラムにおいてタイ・カンボジアでの
視察を報告します。

　11．青少年奉仕委員会　少年野球大会・ヨット大会
の後援と室蘭北ＲＡＣのバックアップが3本柱。
　地区ＲＡＣの行事が多く予算を節約して出席を多く
するためロータリアンの協力をこれからもお願い
したい。ＲＡＣにはインターアクトとの交流などを
取り入れてもらい『インターアクトのあとはロー
ターアクトへ』という道筋を作れればと考えている。
　ＲＡＣには留学生との登山や献血例会への参加を
促していく。

　12．Ｒ財団・米山記念奨学委員会　下期も会員の
皆さんへより多くの寄付を呼び掛けていく。

議　事　録


