
●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

会長報告

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

１．１０月１１日、卒寿を迎えられた村井幺乙会
員に、記念品を贈呈いたします。

２．ガバナー事務所より
　　大風大雨災害義捐金のお願いが来ております。
後程皆様のテーブルを回りますのでご協力
をお願い致します。（募金額は 29,000 円に
なりました。ご協力ありがとうございます。）

３．蘭東少年野球同好会会長の浜野進様へ寄付
金をお渡し致します。

幹事報告

本日のゲスト

映画『モルエラニの霧の中』
 市民キャスト　　村田　　博 様
蘭東少年野球同好会 会長　　浜野　　進 様

出席報告

会員数
出席率

42名
73.81％

出席者数
欠席者数

31名
11名

藤井徹也（１０月９日室蘭ＲＣ８０周年コンペ会長賞獺祭頂きました）
徳永賢二（室蘭北ロータリークラブコンペ７位入賞しましたので）
小野寺浩二（同好会コンペ終了しました。総会出席お願いします）
菅原悦子（結婚記念日につき）
西尾静枝（同好会コンペで３回目のブービー賞頂きました）
米塚豊（室蘭ＲＣ８０周年記念ゴルフ準優勝しました）
廣瀬禎（室蘭ＲＣ８０周年記念コンペ１位、北ＲＣコンペ準優勝）
斉藤崇（昨日遅く、２５周年のノックスビル市との
姉妹都市訪問より帰ってきました）

２０１6年10月18日（火）　第2162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　村井　幺乙 会員　10月11日

本日のプログラム 前回例会の報告

次回の予定プログラム

第2161回（10月11日）例会記録

人類に
奉仕する
ロータリー

室蘭岳

本日献立 和食ランチ（天麩羅定食）

奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕委員会

夜間例会『クラブフォーラム』

創立記念日　及川　　力 会員　10月17日

洋食弁当次週献立予定

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』
㈱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。



村田　　博
　1956年生まれ。
　天沢小、成徳中、室蘭栄普通科、中央大学商学部卒。
　㈱村田商店代表取締役。
　1982年　室蘭青年会議所入会
　1996年　同卒業
　2011年　装いの店むらた　閉店
　2013年　お休み処MURATA　開店
　現在に至る。

映画『モルエラニの霧の中』市民キャスト　　
村田　　博 様

クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

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』

　まず最初に申し上げることは、分野や発信方法
は別にして、同じ方向を見た媒体であるという事
であります。昨今、映画、ＴＶＣＭ、その他で少しず
つ室蘭が発見されつつあります。さらに、発進力を
強め、世界に室蘭の良さを広く知らしめ、子供たち
孫の世代にまで、現在の室蘭のありのままを残し
ていけたら、という思いと狙いがあります。
　まず、映画「モルエラニの霧の中」は、すでにご存
じの通り室蘭、西胆振で撮影が開始されておりま
すが、市民全ての方々がプロデューサーであり、主
役であるというコンセプトで大手資本に頼らず、本
当の意味でのご当地映画となるはずであります。
その中には、室蘭の名所、見所が、むろらンの空気
の中で撮影され、歴史に残る一作となるという思
いで制作にあたっております。
　監督の坪川拓史さんは、複数の海外映画賞を獲得
している本物のプロアーティストであり、ミュージ
シャンでもあります。その感性は素晴らしいもので
あると同時に、室蘭生まれであり、幼少期、青春時
代を室蘭で過ごされた経験を持ち、震災の関係で
再び室蘭に移り住んだ現在も住み続けている監督
であります。これ以上の適任者がいるでしょうか？
　短編７編のオムニバスから構成される、室蘭を
舞台にした叙事詩ともいうべき作品を撮り続けて
おります。
　先日、１０月４日、５日、室蘭市民会館におきまし
て第一部特別試写会を開催いたしましたところ、
絶大なご支持を頂いたところであります。その際、
皆様には大変なご協力を賜りました事を御礼申し
上げます。まだ道半ばのプロジェクトであり、今後
とも地域経済界の皆様とは是非とも協力関係の中
で完成させ、日本中、また世界中にこの街の良さを

発信し続けたいと考えます。
　さて、魅力・情報発信LocalWikiについてでござ
いますが、みなさんは最近、物事を調べるときには
どうするでしょうか？
　グーグルで検索、インターネットで検索などをし
ていませんか？そんな時に必ず出てくるのが、
Wikipediaではないでしょうか。これは世界中の誰
でもが編集できる、書き込みが出来る情報サイト
であります。その情報量の多さから、誰もが一度は
調べ物に利用した事があるのではないでしょうか。
これの地方版が、LocalWikiなのです。つまり、誰
でも書き込みができ、編集する事もできる情報発
信が、スタート地点から世界発信で行われるとい
う事でもあります。
　インターネットに国境はありません。
　先日、チェコのカップルがこの情報を元にお休
み処MURATAにご訪問いただきました。この情
報はお店がお金を払って、地域情報サイトに掲載し
たわけではありません。どこかのどなたかが、母
恋のお店の情報として掲載してくれたわけです。逆
に言うとコントロールできない情報でもあります。
Wikiにはボランティアの編集員がいて、書き込みや
編集のお手伝いや非常識な書き込みは削除され
ます。トータルとして地域に一番密着した最高の地
域情報サイトになるわけであります。試しに一度グ
グってみてください。ひょっとして、皆さんのお店
や会社が載っているかもしれません。
　勝手に宣伝してくれるようなものです。
　間もなく英語サイトも出来上がるそうです。
　ますます発進力を強めていくこととなります。
　以上簡単ではありますが、両媒体の簡単な説明
とさせていただきます。

第６回 室蘭北ＲＣゴルフ同好会

平成28年10月10日（日）　於　登別カントリー倶楽部

椛澤　哲也
廣瀬　　禎
高岸　満則
工藤　一人
上口喜代志
本間　　信
徳永　賢二

優勝

準優勝
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藤井　徹也
米塚　　豊
徳永　悦枝
内池　眞人
小野寺浩二
西尾　静枝
村井　幺乙
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第４回理事会　議事録
日　時：平成２８年１０月４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、赤崎幸三、
　　　　小野寺浩二、齊藤俊一、斉藤崇、廣瀬禎、
　　　　笹谷豊明、加藤栄吉、猪俣英二
【議　題】
１．10月25日（水）社会奉仕委員会
　 クラブフォーラムについて …………… 承認
地域のため、４月の研修の内容を発表
１～２万円の支出あり

２．国際奉仕委員会
　ポリオデーについて …………………… 承認
地区ポリオプラス委員会より、ポリオ撲滅活動
用チラシ届く。各会員に配布する。

３．親睦活動委員会・麻雀大会について…… 承認
日時：11月22日（火）　17：30　集合

　　　18：00　開始　　21：30　終了
場所：龍苑　　会費：3,000円

４．新会員について ………………………… 承認
職業分類を追加・検討する

５．室蘭ＲＣ創立80周年記念式典について 承認
日時：2016年10月27日（木）
　　17：00　登録開始、18：00　式典
　　18：30　懇親会
場所：室蘭プリンスホテル
廣瀬ガバナー補佐、徳永会長、菅原義男幹事出席
ご祝儀：ガバナー補佐10,000円
　　　 クラブ　　　20,000円支出

６．その他
○ガバナー事務所より
　台風大雨災害義捐金のお願い ……… 承認
○青少年奉仕委員会 …………………… 承認
　蘭東少年野球同好会への寄付について
　寄付金　今年度は20,000円
　10月11日（火）例会時
○事務局の電話機の交換について …… 承認

議　事　録

　去る９月17日（土）午前10時より、ボーイスカウト室蘭第４団が主催となり、当クラブ例会場であるホテル
サンルート室蘭付近の知利別川周辺の清掃活動に当クラブロータリアンと共に室蘭北RACの３名が参加し
ました。三本会長、畠山幹事、一岡さんです。当日は、ロータリアンは40周年で作ったオレンジのスタッフジャ
ンバー、RACは今年度地区RACで作ったグリーンのジャンバーを着用して活動を行いました。
　当RACがカントリーデーに参加する様になって今年で３年目になります。さすが、男子RACの畠山君は、
たくさんの草を集めたり、運んだり大活躍でした。当クラブがカントリーデーのお手伝いをするようになって
今年で12回目になります。昨年からは、RACとIACの交流を推進すると云う目的で室蘭東RC提唱の北海道
大谷室蘭高等学校のIACにも参加を呼びかけました（今年はIACが別の事業で参加できなかったのですが、
竹本校長先生の計らいで14名の学生を集めて頂きました）。
　室蘭北RACに対して、皆様の更なるご理解、ご協力をお願いします。　　　　　　（文責：川本　康裕）

RAC INFORMATION 「ボーイスカウト主催　カントリーデーに参加」

　私たち室蘭北RAC３名は９月１７日に行われ
たカントリーデー、知利別川清掃に参加させてい
ただきました。室蘭東RCの方々や、室蘭北RC
の方々、大谷高校の方々などと一緒にやらせてい
ただきました。清掃し始めてみると、たばこの吸
い殻などは多く見受けられたが、特に目立ったご
みはそんなにありませんでした。ゴミ拾いの後に
草刈のお手伝いをし、川周辺の見た目が少しさっ
ぱりして気持ちよかったです。また来年も、でき
たら参加しようと思います。

2016年9月17日　カントリーデー報告　　室蘭北ＲＡＣ　会長　三本　あやな


