
●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. 斉藤俊一職業奉仕委員長より
　 移動例会について
２. 出席委員会より
　 出席一覧表、報告について

会長報告

１．本日例会終了後、理事会がございます。関係
者は集まりください。

２．ポリオ募金のお願い
　 お一人 100円をお願い致します。
３．ワンコインニコニコＢＯＸご協力お願い致
します。

１．地区大会の報告
　 １０月２日に行われました地区大会には、会
員２５名、ＲＡＣ３名、事務局１名が出席い
たしました。

幹事報告

委員会報告

出席報告（９月２７日）

会員数
出席率

42名
69.05％

出席者数
欠席者数

29名
13名

小野寺浩二（地区大会ゴルフコンペで４位入賞しました）
徳永賢二（地区大会が無事終了しましたので）
廣瀬禎（地区大会が無事終了しましたので。ゴルフ
大会は入賞できませんでしたので）
藤井徹也（ホームクラブ100％３ヶ月連続達成しました）
菅原義男（地区大会出席してきました）
佐藤隆夫（久しぶりに出席しましたので）
川本康裕（先日の地区大会でＲＡＣブースが大変盛況に終わり
ました。モリエールのオーナーシェフは高校の同級生でした）

２０１6年10月11日（火）　第2161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

９月末までのワンコインボックスの累計は

Thanks for your warm support

One Coin Box
3,114円

誕生記念日　工藤　一人 会員　10月４日

本日のプログラム 前回・前々回例会の報告

次回の予定プログラム

第2160回（10月4日）例会記録

人類に
奉仕する
ロータリー

室蘭岳

本日献立 中華ランチ（飲茶定食）

村田　　博 様
クラブ管理運営委員会

奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕委員会

移動例会『職場訪問』

卓話『映画「モルエラニの霧の中」と
魅力・情報発信の localwiki について』

㈱アールアンドイー
　12：30　例会開始・会食
　13：00　サンルート室蘭よりバス出発
　13：25　現地到着、施設見学、説明
　14：35　現地出発
　15：00　サンルート室蘭到着
　※移動例会のため、多少時間の変更が
　　ございますが予めご了承ください。

創立記念日　赤崎　幸三 会員　10月１日

和食ランチ（天麩羅定食）次週献立予定



本間　　信 会員
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話『西いぶり食べ物
　　　　ワンダーランド in 室蘭』

　私がワンダーランドin室蘭に関わったのは今か
ら４年前になります。本年度４回目となるワンダー
ランドin室蘭です。
　この地域の農水産物、加工品の素晴らしさを小
さな子供さん達、そのお父さんお母さん、そしてお
祖父母さんに伝える事で食の大切さを学べる場と
して提供できたらという思いから始め、将来子供
達が自分の出身地の素晴らしさを感じて成長して
欲しい希望を持ってスタッフを集めてやってまいり
ました。
　実行委員会を立ち上げるに際して、いろいろな
人達に声をかけ出来る限り手作りでやってきたつ
もりです。私も最初からロータリーの会員としてク
ラブを意識したわけではありませんでしたが、実
行委員会を運営するにあたりロータリークラブの
奉仕という精神に少しではありますが近づいたと

思うようになり、実行委員会の中での役割を自分
なりに考えるようになり、ロータリアンとしての意
識を持てたように感じているところであります。
　今後も他のボランティア活動をしている団体と
の協力関係も私個人として関わりを持つ事があれ
ば出来る限りその中での役割を見つけて参加して
いきたいと思っています。
　とりわけ、室蘭近辺の子供が将来室蘭を誇りに
思える活動に参加したいと思っております。
　最後に室蘭北ロータリーの会員の方々に協賛い
ただいたことに対して、心から感謝いたします。あ
りがとうございました。

今週のロータリー用語

クラブ広報委員会

●規定審議会（Council on Legislation）
　ＲＩの立法機関。投票権を有する議員は、各地区
のクラブの代表議員から成る。クラブ、地区大会、Ｒ
ＩＢＩ審議会または大会、規定審議会、ＲＩ理事会
が提出した制定案と決議案を審議、決定するために
３年に１度開かれる。審議会で採択された立法案の

決定は、全クラブによる再検討を経た上で実行とな
る。
●クラブ協議会（Club Assembly）
　クラブのプログラムと活動について協議するため
に開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含
むクラブ会員全員の会合。

第５回 室蘭北ＲＣゴルフ同好会

平成28年９月１９日（日）
於　伊達カントリークラブ

高岸　満則
本間　　信
椛澤　哲也
廣瀬　　禎
瀬戸　行雄
内池　秀光
中田久美子
斉藤　　崇
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及川　　力
西尾　静枝
斉藤　富子
中田　孔幸
米塚　　豊
藤井　徹也
小野寺浩二
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2016-2017年度地区大会

2016‐2017年度
　　　地区大会に参加して

　今年の地区大会は札幌南ロータリークラブがホ
ストクラブです。９月３０日の記念ゴルフ大会に始
まりました。当クラブでは、廣瀬ガバナー補佐、徳
永会長、米塚会員、本間会員、赤崎会員、小野寺会
員がエントリーし晴天の中、札幌ゴルフ倶楽部輪
厚コースでスタートです。結果は小野寺会員が４
位入賞を果たし、米塚・本間会員は飛び賞をゲット
しました。

　次の日10月１日は13時30分より札幌パークホ
テルで会長・幹事会が開かれ、地区指導者育成セ
ミナーと続きます。セミナーはRI第１ゾーンロー
タリーコーディネーターパストガバナーの酒井正
人氏による、「クラブリーダーの役目」と言うテー
マで講演をされました。続いて財界さっぽろ代表
取締役社長であります、舟木秀男氏による「地域と
つながり～先覚者の地域開拓に学ぶ～」と言う
テーマで北海道の開拓の歴史を分かり易く話され、
興味深く聞くことが出来ました。そして、待ちに
待ったRI会長代理歓迎晩餐会が始まります。晩餐

会では、三味線と日本舞踊を披露され、フレンチ
のフルコースディナーを美味しく頂き、その夜は
ススキノで２次会３次会と札幌の夜の街を堪能致
しました。
　10月２日（日）は本会議が始まります。総勢29名

（会員25名、RAC３名、事務局１名）一行は８時半
頃バスに揺られて会場に到着です。早速受付を済
まし、名札を着け会場に入ると各地から大勢の
ロータリー会員が会場一杯におりました。開会の
言葉から始まり、点鐘、国家斉唱とプログラムは続
きます。来賓では北海道知事の高橋はるみ知事や
札幌市長の秋元克広氏も出席しており、流石ロー
タリークラブと感じます。そして、参加クラブ紹介

が大型スクリーンから映像とナレーションで紹介、
最後に会員全員が立ち拍手を受けました。午前の
部が終わり、昼食は地下の大広間でカレーを頂き
ましたが、その数1,000人分のカレーです。数が多
く圧倒されながらカレーを美味しく頂きました。
続いて午後の部が始まります。東京五輪誘致の立
役者でもり、第2580地区パストガバナーでもあり、
ミズノ株式会社の会長でもある、水野正人氏によ
る、「日本ロータリー100年と2020東京五輪のレ
ガシー」と言う演題で、楽しくユーモア溢れるトー



地区大会について
菅原　義男 会員

　秋晴れの１０月２日2016～2017年度第2510
地区大会が札幌で行われました。
　当日は室蘭ロータリークラブと合同の貸切バス
で出発いたしました。途中なんのトラブルもなく
８時３０分頃会場の札幌パークホテルに到着。当
日は札幌マラソンのコースにもなっているため交
通規制がありましたが、問題はなかったようです。
　登録を済ませ会場へＲＩ会長代理　小船井修一、
北海道知事　高橋はるみ、札幌市長秋元克弘を来
賓に招き、開式となり、プログラム通り進行、各ク
ラブ紹介では今回は前方スクリーンに第１グルー
プから第１２グループまで紹介があり、各グループ
毎に起立してヤーと元気な声で挨拶を致しました。
プログラムも進行し昼食の時間となり、地下２階
パークプラザホールにて約1,900人が一堂に会し
て昼食をいただきました。

　午後からの記念講演はミズノ株式会社会長であ
り第2580地区パストガバナーであります水野正
人様による、ロータリー100年と2020年東京五輪
のレガシーと題して講演を頂きました。中々普段
聞く事の出来ないお話で大変良かったです。
　プログラムも最終となり、武部ガバナーの点鐘
により閉会、そしてお待ちかねの懇親会となり、昼
食と同じホールにて札幌南ロータリーの会員でモ
リエールのオーナーシェフであります中道シェフ
の洋食のフルコースを頂き、途中生バンド演奏や
生歌が素晴らしかったです。帰りの時間の関係で
最後まで残れなかったのが残念でした。
　帰路のバスはとても賑やかでした。尚当クラブ
はローターアクト含め出席者は２９名でした。
　皆様大変お疲れ様でした。

クでオリンピック誘致の裏話など話され時間の経
つのを忘れるほどでした。その後、表彰、次期ガバ
ナーノミニー紹介、次期ホストクラブ紹介などプ
ログラムは進み、因みに次期ホストクラブは函館
ロータリークラブになり来年の地区大会が楽しみ
です。やっと本会議も終わり、記念懇親会です。今
回は昨晩の晩餐会と同じくフレンチのフルコース
です。なんと三つ星レストランモリエールオー
ナーシェフ中道博氏（札幌南ロータリークラブ）監
修の料理と言うことで、皆さんは興奮気味。また、
1,000人規模でのフルコースを振る舞うことはギ

ネスものです。いよいよ、武部ガバナーより開会を
宣言され、料理が次々と運ばれて来ます。オニオン
のキッシュから始まり、前菜の海の幸の季節の野
菜盛り合せ、キノコのクリームスープ、アワビの蒸
し焼き、メインは牛ステーキと、室蘭市内では味わ
うことの出来ない料理です。ワインも白、赤と飲ま
させて頂き、アトラクションはビリーキングの魅
惑の歌声に酔いしれ大満足の懇親会でした。帰り
はまた、バスに揺られ室蘭へ、８時頃に無事到着、
皆さんお疲れ様でした。


