
会長報告
１．地区大会事務局より永年出席100％会員
（2019～2020年度）へ記念品が届いてお
りますのでお渡しいたします。（別掲）

　　　10年　赤崎　幸三 会員
　　　25年　西尾　静枝 会員
　　　30年　笹谷　豊明 会員
　　　35年　及川　　力 会員

●例会場　アパホテル室蘭
●例会日　毎週火曜日　12：30　P.M.
●事務所　室蘭市中島町2丁目28-6
●電話　0143-45-6569　●FAX　0143-50-6578
●URL  http://murokita-rc.org/
●E-mail  mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

2021年7月6日（火）　第2356回　例会

●7月はロータリー親睦活動月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：本間　　信　●幹事：米塚　　豊　●編集：クラブ管理運営委員会

室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

室蘭岳

次回献立 洋風ランチプレート（ミニッツステーキ、
ポークサラダ、サーモンクリームソース、添
野菜）、スープ、パン、デザート

本間　　信 会長

「各委員会活動計画発表」
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

53名
1名
52名

出席者数
欠席者数
出席率

30名
23名
57.7％

ニコニコＢＯＸ

2021～2022年度　国際ロータリーテーマ

Serve To Change Lives
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
　　　　2021～2022年度 ＲＩ会長　シェカール・メータ

前回までの例会の報告

第2355回（6月22日）例会記録

本日献立 アジアンプレート（生春巻、チャーハン、チキ
ン香味焼、豚葱蒸し、カットパイン、スープ）

菅原義男（一年間ありがとうございました）
猪俣英二（一年間たくさんのニコニコBOXありが
とうございました）
宮本秀樹（ホーム100％達成しました）
岸田理（出席委員会より一年間お世話になりまし
た。ありがとうございました）
塚田智憲（最後まで出席できずごめんなさい）
小野寺浩二（ポリオプラス募金ご協力ありがとう
ございました）
佐藤隆夫（創立記念として）
西野義人（50周年を記念して50千円をニコニコします）
川本康裕（菅原会長、藤井幹事一年間ご苦労様です）
赤崎幸三（最終例会お疲れ様でした）
木村卓也（IM参加費の戻りをニコニコへ）
荒谷信幸（100％出席表彰）

１．ロータリーの友事務所より
　　ロータリー日本100年史が6月末に発行さ
れます。クラブ贈呈出版のため、少部数を愛
蔵者に先着予約販売を致します。回覧致し
ますのでお申し込みください。

　　　1セット6，600円
２．次回6/29（火）はクラブ指定休会となって
おります。お間違えの無いよう宜しくお願
い致します。

３．第49回IM元実行委員会関係者の皆様へ、例
会終了後写真撮影を行いますのでお集まり
ください。

　＊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。
お近くの募金箱に寄付をお願い致します。

幹事報告

１．国際奉仕委員会　小野寺委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　5/18にロータリー財団へ1，500$（163，
500円）をお振り込みいたしました。ご協力
ありがとうございました。

２．出席委員会より
　　記念品授与（別掲）
　　○100％出席達成者
　　○下期ホームクラブ100％達成者（スピーチ）

委員会報告

本間　　信 会長

「新会長挨拶」
「各委員会活動計画発表」

＊セレモニーの中で臨時クラブ総会を開催します。
　改めてご案内致します。
＊例会終了後、定例理事会を行います。

SERVE TO CHANGE LIVES



　皆様におかれましては、日頃より室蘭北ロータ
リークラブ活動にご理解頂きましてありがとうござ
います。今年度のロータリー活動もいよいよ終了の
運びとなり会長退任の挨拶を一言申し上げます。
　振り返れば、室蘭北ロータリークラブに入会し
12年が経ち2020年7月から会長を務めさせてい
ただきました。私は人前でお話しするのが得意で
はなく7月の初例会ではとても緊張したことを覚
えております。そんな私の隣で藤井幹事が笑みを
浮かべており、私の緊張感が和らいだことも一つ
の思い出です。
　今年度も、コロナ禍という社会全体が様々な多
大な影響下の元、予定しておりました行事が中止に
なるなど会員の皆様にとっても心の残りがある中
で、皆様には素晴らしい活動をしていただきました。
　創立50周年を迎えるにあたり、若手会員が5名

増え、在籍歴29年の村井幺乙会員、在籍歴25年の
菅原悦子会員が退会致しましたが現在52名の会
員になります。
　新型コロナウイルス感染拡大により、ロータ
リー活動も困難な状況になりますが次年度も皆様
と一緒に頑張っていきたいと思います。
　最後になりますが、藤井幹事におかれましては例
会時の的確なアドバイス、座席の管理をしていただ
きスムーズに例会が執り行えたことに感謝申し上
げます。また、事務局の志水さんには何度お電話し
たことか数え切れないほど助けていただきました。
　ロータリークラブに携わらなければ知れ合えな
かったメンバーに出会えいろいろな知識や情報を共
有し、今まで経験できなかったことを体験しました。
会長として、未熟な点や至らぬ点が多々あったこと
と思いますが無事に会長退任を迎えられましたこと
は、理事、役員及び会員の皆様のサポート、暖かな助
け愛があったからと実感した1年でありました。
　次年度は、本間信会長、米塚豊幹事に引き継い
で室蘭北ロータリークラブ50周年を迎えるにあた
り皆様の変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上
げます。
　1年間、会員の皆様には多大なるお力添えいた
だきまして本当にありがとうございました。
　今年度の活動内容につきましては活動記録をご
覧いただきますようお願い致します。

前回例会のプログラム

クラブ管理運営委員会
出席委員会・親睦活動委員会

「2020－2021年度最終夜間例会」
「役員退任挨拶・出席100％表彰」
◆退任挨拶◆

会長　菅原　義男

　赤崎、西野年度の終盤、初めて出された緊急事
態宣言が解除され、一息ついたところから菅原年
度が始まりました。
　昨年の就任挨拶では『試練を苦しみながら乗り
越えるのではなく、そのプロセス自体を楽しんでし
まおう』と申し上げました。しかし、楽しむ余裕等
無く、右往左往し、四苦八苦し、もがき、あがき続
けた一年間でした。
　クリスマス家族例会も、新年交礼会も出来ず、
奉仕委員会主催のクラブフォーラムも4回中2回は
実施できませんでした。地区大会もオンライン開

催となりました。ガバナー公式訪問の時に福井敬
悟ガバナーからご指示を頂いた「例会のハイブリッ
ド開催」に関しても、手を付けることすらできませ
んでした。今年度は5名の新入会員をお迎えしまし
たが、未だ歓迎会も出来ていません。
　一年を振り返り、出来なかった事の多さに今更
ながら愕然としております。新型コロナウィルス感
染症の影響なのは勿論ですが、加えて幹事の力不
足に依る部分も大きいと反省しております。菅原
会長・役員・理事・そして会員の皆様、大変申し訳
ありませんでした。幹事の多くの方は、年度の終わ
りに、重い荷物を降ろしホッとすると思いますが、
私は無念な思いの方が大きいです。　次年度は本
間会長の下、奉仕プログラム委員長、職業奉仕委
員長、そして理事を仰せつかりました。今年度の罪
滅ぼしも含め、誠心誠意努めさせて頂きます。
　結びに、事務局の志水さんには本当に一年間、
お世話になりました。不十分ながら一年間幹事の
仕事を全う出来たのは志水さんあってのものです。
感謝してもしきれません。
　本当にありがとうございました。

◆退任挨拶◆

幹事　藤井　徹也



各種記念日

永年出席１００％会員

誕生記念日　上口喜代志 会員　5月27日

誕生記念日　浜飯　龍人 会員　6月2日

誕生記念日　米塚　　豊 会員　6月4日

誕生記念日　笹谷　豊明 会員　6月8日

誕生記念日　藤井　徹也 会員　6月25日

結婚記念日　加藤　栄吉 会員　5月20日

結婚記念日　斉藤　　聡 会員　6月10日

結婚記念日　浜飯　龍人 会員　6月12日

結婚記念日　松田　博文 会員　6月15日

結婚記念日　水野　　治 会員　6月18日

結婚記念日　斉藤　　崇 会員　6月29日

創立記念日　三浦　義隆 会員　5月22日

創立記念日　船水　尚行 会員　5月22日

創立記念日　西野　義人 会員　6月15日

創立記念日　山口　雄平 会員　6月19日

４ 年 目

３ 年 目

本間　　信 会員
米塚　　豊 会員
菅原　正明 会員
赤崎　幸三 会員
齊藤　俊一 会員
松田　博文 会員
斉藤　　崇 会員・廣瀬　　禎 会員
笹谷　豊明 会員
加藤　栄吉 会員
及川　　力 会員
川本　康裕 会員

５ 年 目

６ 年 目

７ 年 目

８ 年 目

９ 年 目

１ ０ 年 目

１ １ 年 目

２ 年 目

１ 年 目

１ ２ 年 目

１ ３ 年 目

２ ９ 年 目

３ １ 年 目

３ ２ 年 目

３ ６ 年 目

３ ７ 年 目

◆１００％出席表彰◆　【出席率100％表彰】　29名表彰
斉藤　　聡 会員・広瀬　　勲 会員
柳谷　純二 会員
内池　秀光 会員・岸田　　理 会員
宮本　秀樹 会員
太田　義則 会員・水野　　治 会員
荒谷　信幸 会員・椛澤　哲也 会員
宮本　一章 会員
小野寺浩二 会員・國田　雅弘 会員
藤井　徹也 会員
猪俣　英二 会員・西野　義人 会員
菅原　義男 会員

◆特別表彰◆　下期ホームクラブ１００％達成（４名）

齊藤俊一 会員 本間　信 会員 宮本　秀樹 会員 米塚　豊 会員

10年　赤崎幸三 会員 25年　西尾静枝 会員 30年　笹谷豊明 会員 35年　及川　力 会員



◆懇親会◆

　




