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※10/20（火）は振替のため休会となります。
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室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

室蘭岳

「3RC合同夜間例会」

次回献立 御弁当

奉仕プロジェクト委員会
クラブ管理運営委員会

夜間例会「クラブフォーラム」

次回の予定プログラム

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

33名
16名

67.35％

2020～2021年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY Opens Opportunities 
　　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　2020～2021年度 ＲＩ会長　ホルガー・クナーク

本日のゲスト
蘭東少年野球同好会
 会長　浜野　　進 様

前々回までの例会の報告

第2333回（10月6日）例会記録

本日献立 御弁当

西城　　明 会員
クラブ管理運営委員会

クラブ管理運営委員会

17：30　受付
18：00　点鐘　3RC合同夜間例会開始
18：30　乾杯・懇親会
19：30　閉会

卓話「スズランデンタル会社紹介」

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．国際ロータリー日本事務局より

３．米山梅吉記念館より、官報が届いておりま
す。回覧いたします。

４．ポリオ・プラス募金の報告（委員長欠席の為）
　　９月の募金額は10,931円です、前年度繰越
金と合わせて51,418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。

＊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．親睦活動委員会　猪俣委員長より
　　ワンコインニコニコBOXの報告
　　９月の募金額は5,205円です。累計20,660
円です。ご協力ありがとうございます。引き
続き宜しくお願いいたします。

２．社会奉仕委員会　宮本委員長より
　　全員参加型奉仕活動・交通安全啓発活動参
加ご協力ありがとうございました。

３．IM実行委員会　西野委員長より
　　10月13日（火）例会終了後委員会を開催い
たします。

委員会報告

現　在　＄１＝105円
10月のロータリーレート

10/21（水）

10/27（火）



　今年度、社会奉仕委員長としてお手続きをさ
せて頂いております。宮本Ｂの方です。まだ、
この室蘭北ロータリークラブに入会して3年ほど
しかたっておらず、社会奉仕とは何か！という
のも、勉強中ですので、簡単にしかお話しでき
ないことをご了承ください。
　そこで、本日は僕なりに考える社会奉仕を話
したいと思っております。その中で、間違いが
ありましたら、教えて頂けると助かりますので、
よろしくお願い致します。
　まず、そもそも、室蘭北ロータリークラブに
入会したきっかけは、前にもお話させていただ
きましたが、私も息子も小学校の時に野球をし
ており、室蘭北ロータリークラブが主催してい
る蘭東リーグに2世代で参加させてもらい、とて
も良い思い出が沢山あります。そこで、少しで
もその時の恩返しが出来ればと考え、又、当時、
会員増強委員長の西野会員との内緒の交換条件
もあって、入会を決めたという流れです。
　今年度の社会奉仕委員長を菅原現会長に頼ま
れ、受けてしまいましたが、何をしていいのか
全く分かっていませんでしたし、今もわかって
いないのかな…と思っておりますが、ベテラン
の社会奉仕委員の皆さんに、支えてもらいなが
ら、進めている所です。
　それでは、僕が勉強中の社会奉仕とは…につ
いてですが、
　先ず、ロータリーの社会奉仕は、クラブの所
在地域または行政区域内に住居する人々の生活
の質を高めるために、時には他と協力しながら、
会員が行う様々な取り組みからなるもの。
と、いうことだそうです。

社会奉仕に関する声明
　社会奉仕は、ロータリアン一人ひとりがいわ
ゆる「超我の奉仕」を実証する機会である。そ
して地域に住む人々の生活の質を高め、公共の
為に奉仕することは、すべてのロータリアン個
人にとっても、またロータリークラブにとって
も献身に値することであり、社会的責務でもあ
る。とあります。たとえ、ロータリーの理念を
頭では理解していたとしても。実際に行動しな
ければ、なにも生まれませんし意味が無いとい
うことだ！そうです。
　つまり、社会奉仕活動の実践は、ロータリア
ン並びにそのクラブにとって社会的な責務であ
るということだと思います。
 社会奉仕は大きく分けると、⑴環境、⑵青少年
育成、⑶住民活動の3つ分野になると思います。
　では、我が室蘭北RCでの活動を確認してみま
すと
　⑴環境　カントリーデイ等での、河川・道路
　　の清掃、公園などへの植樹　等
　⑵青少年育成　少年野球大会・ヨットレース
　　の開催、ボーイスカウトへの支援　等
　⑶住民活動　全員参加型の交通安全活動・献
　　血・きらんへの積み木の贈呈・防災や自然
　　災害への支援　等
　が、上げられ、地域に根付いた活動をしてい
ると思います。
　では、これからの社会奉仕活動はどうあるべ
きか、というところを今年度の地区研修・協議
会のテキストによりますと、

1．基本的視点
・ロータリーの理念や原理を常に検証し、地域
の中で良き聞き手としての存在であること。
　僕は、この地域の中の良き聞き手であること!!
という言葉に大変共感を持ちました。
2．検証と創造性の開発
・相手や地域から何を求められているのか、自
分たちの論理になってはいないか、地域の変
容や相手を理解したうえで形式的に続けるこ
となく、継続の可否を検討する。
　確かに、自分たちの論理で奉仕活動を行って
も、だれのためになるのか…。又、例年通りだ
から、今年もやる…。となってしまいがちだと、
思いました。
　では、これからの社会奉仕活動をどのように
進めていくべきなのか、と考えると

１．自分のクラブの当たり前のなかに閉じこ
もって独りよがりになっていないか。

２．他クラブや地域、団体が行う奉仕活動にも
注目して、場合によっては他のクラブや団
体と連携し、一緒に高めることも重要

と、考えます。

宮本　一章 会員
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話「社会奉仕について」



各種記念日

誕生記念日　宮本　一章 会員　9月25日

誕生記念日　工藤　一人 会員　10月8日

ニコニコＢＯＸ

誕生記念日　村井　幺乙 会員　10月11日

結婚記念日　猪俣　英二 会員　9月24日

結婚記念日　西城　　明 会員　10月7日

結婚記念日　宮本　一章 会員　10月10日

藤井徹也（親睦家族移動例会とても楽しかったです）
本間信（家族例会連れの子供が喜んでいました）
菅原悦子（結婚記念日にあたり）
猪俣英二（ゴルフ同好会参加だけでした。ウポポイ・
ウエムラ楽しんできました）
川本康裕（ロータリー財団申請事業が無事終了しました。
2510地区ローターアクト地区協議会が室蘭RACの担当で
無事終了しました。2500地区RAC地区協議会に参加しました）
菅原義男（9/17室蘭市きらんへカプラブロック寄贈
しました。9/27親睦家族移動例会白老ウポポイ見学
してきました。楽しかったです）
椛澤哲也（創立記念日にあたり）
柳谷純二（結婚記念日にあたり）

　蘭東少年野球同好会会長　浜野進様へ
寄付金を贈呈しました。

蘭東少年野球同好会

　最後なりますが、テキストの言葉を引用しま
すと、
　これからの社会奉仕活動は、公共のイメージ
の向上が大切だとあります。
　自分だけで大勢の人に影響を与えることは難
しい。機会を得るためには、ロータリアンだけ
ではなく、ロータリアン以外の人を含めた数多
くの人々に働きかけることが重要である。
とあります。
それには、
⑴会員に誇りと、さらなるやる気を起させる。
⑵会員の退会の防止、新会員誘拐の動機付け。
　と、ありました。

　公共のイメージが向上することにより、また
新しい奉仕活動に繋がるきっかけが出来るかも
しれませんし、公共のイメージ向上が、会員一
人ひとりの誇りとなり、会員の脱会防止や新会
員入会の動機付けになる事も考えられます。
　社会奉仕活動と公共のイメージはセットで考
えて計画的に進めていければ…と、考えていま
す。又、地元地域の中の良聞き手として存在で
きるようになれれば…とも思います。
　以上、大変簡単ではありますが、現時点で私
が思う、社会奉仕活動についてお話を、させて
頂きました。
　ご清聴、有難うございました。

創立記念日　赤崎　幸三 会員　10月1日

創立記念日　西城　　明 会員　10月1日

歯科医師会会報に
掲載されました。



第４回　理事会
日　時：2020 年10月 6日（火）13：30～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原義男、本間　信、藤井徹也、松田博文、
　　　　川本康裕、菅原正明、猪俣英二、宮本一章、
　　　　太田義則、赤崎幸三、椛澤哲也、西野義人、
　　　　齊藤俊一、米塚　豊
議　案
１．１０/２７（火）社会奉仕委員会　クラブフォーラムについて
社会福祉協議会よりゲスト２名を招き、社協とは何か、
また、フードバンクについて卓話を頂く。食事、お車
代の用意をする。

２．親睦活動委員会　麻雀大会について
年２回予定している、１１月の開催はコロナ禍の中見
送る。

３．その他
○１１/１７（火）卓話ゲストのお車代について
　実費プラスアルファで２万円とする。
○クラブ広報委員会より（定款細則委員会）開催
　にあたり
委員会予算がゼロのため、夜の委員会の弁当代を
お願いしたい。（承認）
○青少年奉仕委員会より　ＲＡＣのジャンパーについて
ジャンパーは発注した、出来たらクリスマス例会な
どで、会員にお披露目する。
○米山学友のダシルワ・プブドゥ（スリランカ）さんが
　来週の例会に来る
　一言あいさつを貰う。

議　事　録

　「秋の釣瓶落とし」とはよく言ったもので、あっとい
う間に日が暮れてしまう。Ｒ年度開始7月の夜間例会
始まりはまだ明るかったが、今はもう真っ暗である。
　ＩＭまで残すところ４ヶ月余りでこちらも開催まで
あっという間。これまで実行委員会も４回開き西野義
人実行委員長の基、各小委員会準備体制に余念がな
い。テーマは「人口減少時代“三つの扉”――三世代
からの提言」、パネルディスカッション老若男女６名
の選定交渉もいよいよ大詰めに入った。聴衆する人た
ちを納得、満足させるようなＩＭに是非ともしたい。
　スマフォの電池の消耗が早くすぐ切れ何度も充電
に追われるので、ドコモショップに持って行くと１週間
程預かるとのことだった。いざ手元からなくなると通
話だけでなくライン・メール・写メ、検索など不便この

上ない。連絡は「固定電話」に頼る以外ない。しかも
事務所や自宅でしかかけられず、今更さながらに「携
帯」が身近な必需品であることを痛感させられた。
　先日、ＩＭの件で急用があり実行委員長と打ち合わ
せしなくてはならずスマフォはなく、会社に電話を入れ
た。「Ｎ製作所ですが」高齢らしき男性が電話に出た。
「ロータリークラブの加藤ですが社長おれますか?」
「出かけていません。夕方戻ると思います」
　急ぐし、戻ったらかけ直そうと「夕方って、それいつ
頃ですか?」
　少し間をおいて「ええ～　だんだんと陽が落ちて、
周り一面が暗くなった頃ですネ」
　いやはや懇切丁寧に説明してくれた。社員教育に
は定評のある会社とは聞いていたが、ここまで行き届
いているとは恐れ入った。後からの話しで、何でもその
人退職して嘱託で勤務している勤勉実直な工員さん
とのことだった。
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