
●例会場　ホテルサンルート室蘭
●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

各種記念日

ニコニコＢＯＸ

１．内池眞人2015-2016年度国際奉仕委員長より
　　ガバナー事務所より、2015-2016 年度ポリ
オ撲滅基金寄付活動において、当クラブが
1,500 ＄の目標を達成した事への礼状と
“2510 地 区 END POLIO NOW バ ナ ー
2016”が届きました。会員皆様のご協力に
心から感謝申し上げます。ポリオ撲滅まであ
と少しです。今後とも皆様のご支援ご協力を
お願い申し上げます。

会長報告

１．本日例会終了後、理事会がございます。関係
者はお集まりください。

２．ポリオ募金のお願い
　　お一人様 100円をお願い致します。

１．武部寛ガバナーより
　　今年度、「ロータリーの広報」の一環として、
月刊誌の「財界さっぽろ」の紙面をお借りし
ロータリーとクラブの現状や活動内容を紹
介する事となりました。この企画は７月号か
ら来年の６月号までの１２ヶ月連載されま
す。今回は８月号に掲載されたコピーが届き
ましたので回覧いたします。

幹事報告

委員会報告

出席報告

会員数
出席率

42名
64.29％

出席者数
欠席者数

27名
15名

藤井徹也（出張から無事帰りました）
川本康裕（ジュニアヨットレース無事終わりました。
先日の夜間例会で福引き当たりました）
齊藤俊一（先日の夜間例会で桃をいただきました）

２０１6年8月9日（火）　第2153回　例会

●７月は○○○○月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：徳永　賢二　●幹事：菅原　義男　●編集：クラブ管理運営委員会

2016～2017年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY SERVING HUMANITY
　「人類に奉仕するロータリー」
　　　　2016～2017年度 ＲＩ会長　ジョンF. ジャーム

室蘭北ロータリークラブ会報

誕生記念日　菅原　義男 会員　８月７日

本日のプログラム 前回例会の報告

※次週8月16日（火）はクラブ指定休会、
　8月23日（火）は振替休会です。

次回の予定プログラム

第2152回（8月2日）例会記録

人類に
奉仕する
ロータリー

室蘭岳

本日献立 洋食ランチ（チキンカツミラノ風、コンソメ
スープ、ライス、サラダ、ケーキ）

8月25日（木）18：00
於：室蘭プリンスホテル

赤崎　幸三 会員
クラブ管理運営委員会

夜間例会『室蘭３ＲＣ合同例会』

中華ランチ（冷やし担々麺、デザート）

株式会社ハシモト　代表取締役会長
一般社団法人全国牛乳流通改善協会　会長

橋本　正敏 様
クラブ管理運営委員会

次週献立予定

卓話『生活習慣病予防に毎日1本の
　　生活習慣づくり、始めませんか？』

卓話『2016年調剤報酬について』

結婚記念日　渡部　一姿 会員　８月８日

創立記念日　徳永　賢二 会員　８月１日

創立記念日　米塚　　豊 会員　８月１日



前回例会のプログラム

卓話『会員増強について』

会員増強委員会　西尾　静枝 委員長
クラブ管理運営委員会

　今年度の会員増強計画は２名を目標にしております。本
日は各テーブル毎に、新会員の候補者推薦書用紙を配布し
ておりますがその用紙に候補者名を記入していただき会員
増強に役立てたいと思います。会員皆様のご協力をよろし
くお願い申し上げます。
　又、「2510地区の会員増強セミナー」がございましたが、
私に代わって荒谷副会長さんに出席していただきましたの
で、荒谷さんからご報告させていただきます。

卓話『「2510地区の
　　　会員増強セミナー」について』

荒谷　信幸 副会長
会員増強委員会

　去る７月１０日（日）札幌パークホテルに於いて、標記のセ
ミナーが開催されました。そのセミナーで会員増強につい
て第 2830 地区パストガバナー弘前アップルＲＣ関場慶博
会員による「会員増強へ向け－ロータリーほど素晴らしい
ものはない－」というテーマで講演がありました。
　先ず、
　クラブ例会を楽しい例会にすること。
　会員は例会を楽しむこと。
　奉仕をあまり難しく考えず楽しく進んですること。
　そして、会員ひとり一人がロータリーの素晴らしさを自信
を持って語り、行動すること。
　そういう風になると、無理やり会員を勧誘しなくても、自
然に口コミで会員が増えるのではないか。
　以上の内容で、会員増強についてお話しがございました。
本日の例会が、会員増強に繋がる実りある例会になります
よう期待しております。会員の皆様のご協力の程宜しくお
願い申し上げます。

○私見・偏見
　淡々とした西尾会員増強委員長の要請の割には、いつも
と違って各テーブルでは、会員推薦に向けて意気の高まりが
感じられた。今日の例会のように、ネットワークで純増を目
指すのも良い方法である。こんな例会模様をみて、これなら
推薦する価値があると感じ取るのも大切のように思う。
　日本のロータリアンの会員減少が止まらない現在、当クラ
ブの会員数は、2510 地区の１クラブ当たりの平均会員数よ
り僅かに多いくらいか。快い例会に努めていきたいものであ
る。そのためにも、いやな思いを与えたりしないようにする
事も退会防止を含めて大切である。
○お詫び
　公演中の荒谷会員の写真撮影を失念致しました。例会風
景写真で変えさせていただきます。大変失礼いたしました。

（文責　齋藤　泰成）

例会風景

荒谷会員、猪俣会員の真剣な協議

菅原義男会員の誕生記念スピーチ



ジュニアヨットレース開催

　７月２３日・２４日の２日間にわたり「エンルムカップ2016ヨットレース」がエンルムマリーナ
室蘭で開催されました。
　今年は「第３５回北海道少年少女ヨット室蘭大会」も同時に開催する運びとなりました。
　レース開催の２日間はくもりの天気で、少し寒い気象条件でしたが風速６ｍ程の風が吹きヨットレ
ースとしては好条件の中レースが行われました。
　室蘭北ロータリー杯は及川瑠斗君が見事獲得しました。
　今年も２７艇のエントリーがあり盛大に開催されました。当クラブから徳永会長、笹谷青少年委員
長始め、２日間で８名のロータリアンの参加がありました。また毎年ですがセーリング協会の方々の
お気遣いには感謝申し上げます。
　まだまだロータリアンの参加は足りないと思います。来年度は更にロータリアンの参加をお願いし
たいと思います。参加した子供たちのレースの姿を見たら、３万円の協賛金は決して高いとは思われ
ないでしょう。
　尚、７月２８日付の室蘭民報に記事が掲載されました。



第２回理事会　議事録
日　時：平成２８年８月２日（火）例会終了後
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：徳永賢二・荒谷信幸・米塚豊・菅原義男
　　　　松田博文・菅原正明・小野寺浩二
　　　　齊藤俊一・斉藤崇・笹谷豊明・猪俣英二
【議　題】
１．８月25日（木）３RC親睦合同夜間例会について （承認）
次第
各クラブ会長が役員紹介を紹介する
（年度方針、年度事業、周年事業など）
席はくじ引きにて混合席を予定。

２．８月30日（火）クラブ協議会について （承認）
３．９月13日（火）ガバナー公式訪問について （承認）
８月30日のクラブ協議会で決定

４．奉仕プロジェクト委員・社会奉仕委員会 （承認）
○９月17日（土）カントリーデーと知利別川清掃　
　について
　開催時間：10：00～12：00
　ジュース・草刈りの処理代の出金があります。

議　事　録 ○９月21日～26日の3日間（変則）全員参加型奉仕
　活動
　「交通安全啓蒙活動」について （承認）
　開催時間：12：30～13：00　
　3班で行う

５．９月22日（木）親睦家族移動例会について （承認）
会費は例年通り、案内文は８月30日頃発送予定

６．10月２日（日）地区大会について （承認）
RACと事務局の登録と バス代・朝食代について

７．その他
○ワンコインニコニコBOXについて
　今年度も継続、報告はひと月に1度とする
○奉仕プロジェクト委員会・青少年奉仕委員会
 （承認）
　地区財団補助金委員会より、補助金は60,000円
と決定
　詳細については第3回理事会にて報告
○創立45周年記念誌委員会より （承認）
○I.M.について （承認）
○わくわくキャンプについて （承認）
○会長より報告

　去る６月２５日（土）赤平市交流センターみらいに於いて、「第４３回地区大会」が開催されました。
　当日は14：30より開会式で始まり、表彰式と2015-2016 年度のＲＡＣの卒業式が行われました。毎
年のことですが、各ローターアクトクラブがいろいろ企画をし、いつも感動の卒業式を行います。赤平ＲＡ
Ｃは各種行事に於いてもいつも素晴らしい企画を練って皆さんに感動を与えるものとなっております。
　2510地区からは嵯峨ガバナー始め、国立ガバナーエレクト、地区ローターアクト委員長石山様など多数
の来賓の出席がありました。
　当ＲＡＣからは三本さんが参加、私も地区副委員長と言うことで参加しました。　　（文責　川本康裕）

ローターアクト　第43回地区大会報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三本　彩奈
　６月の25日に赤平で地区大会が行われました。内容といた
しましては、卒業式やクラブごとの活動報告などでした。卒
業式には、卒業生へ手紙を泣きながら読んでいるアクターや
卒業スピーチ前にすでに泣いているアクターなどがちらほら
見受けられ、とても感動した式典となりました。ぜひ、ロータ
リアンの方々にも参加していただき、この感動を感じていた
だきたいです。

RAC INFORMATION
第４３回地区大会



《委員長》
菅原　正明

《副委員長》
内池　秀光
猪俣　英二
工藤　一人

■第４５回　ＩＭ実行委員会組織表

■室蘭北RC創立45周年実行委員会

《役　員》
ガバナー補佐　　　　廣瀬　　禎
クラブ会長　　　　　徳永　賢二
アドバイザー
　前ガバナー補佐　　内池　眞人

《実行委員会》
委員長　　　　　　　齊藤　　崇
副委員長　　　　　　内池　秀光
ガバナー補佐幹事　　加藤　栄吉
クラブ幹事　　　　　菅原　義男

《委員長》
松田　博文

《副委員長》
小野寺浩二
山口　雄平

《委員長》
米塚　　豊

《副委員長》
石倉　史郎
西野　義人
椛澤　哲也

《委　員》
荒谷　信幸　　及川　　力
川本　康裕　　齊藤　泰成
國田　雅弘　　笹谷　豊明
澤山　　豊　　土井　　伸
三村　博通　　村井　幺乙

総務委員会

《委　員》
西尾　静枝　　菅原　悦子
上田　恵子　　太田　義則
馬場　直志　　中田　孔幸
本間　　信　　松島　　茂

会場委員会

《委　員》
赤崎　幸三　　齊藤　俊一
佐藤　隆夫　　藤井　徹也
上口喜代志　　渡部　一姿
三浦　義隆　　　　　　　

親睦委員会

ガバナー補佐　　　廣瀬　　禎
ガバナー補佐幹事　加藤　栄吉 会長　徳永　賢二

実行委員長　笹谷　豊明

副実行委員長　川本　康裕

総務委員長
菅原　正明

記念誌委員長
山口　雄平

幹事　菅原　義男

顧　問
村井　幺乙　　澤山　　豊
及川　　力　　内池　眞人

編　集

○斉藤　泰成
　松島　　茂
　西尾　静枝
　斉藤　　崇
　米塚　　豊
　松田　博文
　齊藤　俊一
　小野寺浩二
　馬場　直志
　太田　義則

○はチーフ

会　計

○荒谷　信幸
　西尾　静枝

懇親祝賀会

○小野寺浩二
　椛澤　哲也
　菅原　悦子
　本間　　信
　猪俣　英二
　内池　秀光
　藤井　徹也
　土井　　伸
　工藤　一人
　上口喜代志

式　典

○三浦　義隆
　中田　孔幸
　赤崎　幸三
　西野　義人
　佐藤　隆夫
　國田　雅弘
　渡部　一姿
　上田　恵子
　三村　博通




