
１.　真実かどうか。
２.　みんなに公平か。
３.　好意と友情を深めるか。
４.　みんなのためになるかどうか。

四つのテスト
言行は　これに照らしてから

●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. 川本康裕ローターアクト委員長より
　 12月 3日（土）3500地区新竹北区と日本の
ローターアクトの子供達が札幌で交流会を
行いました。台湾から 8 名、日本からは 14
名参加して、バナーの交換を致しました。

２. 小野寺浩二親睦委員長より
　 11 月 22 日に麻雀大会を行いました。参加人
数は 14名でした。（成績は別記）

１．例会終了後、理事会がございます。関係者は
お集まり下さい。

２．国際ロータリー日本事務局よりロータリー
レートの変更のお知らせが届いております。

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

幹事報告

委員会報告

現　在　＄１＝106円
今月のロータリーレート

出席報告

会員数
出席率

43名
69.77％

出席者数
欠席者数

30名
13名

本間信（息子が結婚しました）
猪俣英二（麻雀大会で２位でした）
廣瀬禎（麻雀大会で入賞しましたので）
松田博文（麻雀大会５位になりました）
菅原正明（麻雀大会で優勝しました）
及川力（麻雀大会で満貫賞いただきました）
小野寺浩二（麻雀大会無事終了しました）
吉田隆（創立記念として）
上口喜代志（麻雀大会で満貫賞をいただきました）
川本康裕（ＲＩ3500地区ＲＡＣとＲＩ2510地区ＲＡＣ
との合同例会が無事終了しました）
徳永賢二（麻雀大会でブービー賞いただきました）
椛澤哲也（まーじゃんで３位でした）

２０１6年12月13日（火）　第2169回　例会

●12月は疾病予防と治療月間です。

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

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2168回（12月6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（コンソメスープ、豚ヒレ肉の
チーズパン粉焼き、サラダ、ケーキ）

クラブ管理運営委員会

夜間例会「クリスマス家族例会」

創立記念日　上田　恵子 会員　12月１日

和洋中８品（冷菜盛り合わせ、刺身、鱈
のムニエル、エビチリソース、鶏モモ肉
のグリル、鴨腿の香味揚げ、フォンダン
ショコラと果物盛り合わせ）

次週献立予定

徳永　賢二 会長

「各委員会半期活動結果報告」

創立記念日　吉田　　隆 会員　12月２日



次々期会長指名挨拶

2016年12月6日（火）12：30～　　司会　徳永　賢二　会長

菅原　正明 会員

次々期幹事指名挨拶

小野寺　浩二 会員

前回例会のプログラム

「クラブ総会」

　次々期会長に指名されご承認いただきました
菅原です。
　私的には、「もう少し先に」と思っておりま
したので、連絡に来られた徳永会長にお話をし
ましたが聞き入れてもらえず、そのまま最終期
日が来てしまいました。最後は覚悟を決めお引
き受けさせて頂きました。
　会長という重責が私に務まるか不安で心配で
すが、皆様にご協力頂き、またご指導仰ぎなが
ら頑張っていきたいと思っております。
　尚、幹事には小野寺会員にお願いをし、快く
受けて頂きました。昨年の親睦委員会では一緒
に行動し、気心もわかっていると思いますので、
私の力となって頂けると思っています。どうぞ、
私共々よろしくお願い致します。

　この度、2018-2019年度の幹事予定者とな
りました小野寺です。
　平成27年2月に入会して間もない事もあり、
実感が湧かない状況ですが先だって、菅原正明
会長予定者から連絡があり快諾致しました。こ
れまでのロータリー活動で培った経験を糧に皆
様に貢献できるよう準備したいと考えておりま
す。皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと
思いますが精一杯、尽力したいと考えておりま
すのでよろしくお願いします。

１．クラブ細則第５条・第１条及び第３節に基
づきクラブ年次総会を開催いたします。

２．会員数43名中　名の出席となっています。
会員総数３分の１以上の出席をもって第５
条、第３節の条件を満たしていますので、
総会は成立しています。

３．クラブ細則第３条、第１節による次々年度
会長を指名するＡ指名委員会に於いて指名
されました菅原正明会員の次々年度会長就
任につき、会員皆様の承認を求めます。幹
事には小野寺浩二会員にお願いしておりま
す。拍手によりご確認をいただきたいと思
います。

　○全会一致で承認されました。ありがとうご
ざいます。

４．続きまして、クラブ細則第３条、第１節
（ｂ）に基づきＢ指名委員会の委員を次の
方々に委嘱しています。

　　Ｂ指名委員会
　　　委員長　荒谷　信幸　会員
　　　委　員　猪俣　英二　会員
　　　　　　　石倉　史郎　会員
　　　　　　　國田　雅弘　会員
　　　　　　　及川　　力　会員
　　　　　　　太田　義則　会員
　　　　　　　菅原　悦子　会員
５．Ｂ指名委員会による次期役員理事の選出を
要請いたします。

　　別室でＢ指名委員会を開催してください。
　　※Ｂ指名委員会終了後

６．荒谷委員長より次期役員理事の発表をお願
いします。

　　只今発表されました2017－2018年度役
員・理事につきまして､会員皆様の承認を求
めます。拍手によりご確認をいただきたい
と思います。

　○全会一致承認されました。ありがとうござ
います。

７．選出されました次期役員・理事により担当
委員会の協議をお願いします。

　　（別室で協議をお願い致します。）
８．荒谷　信幸次期会長より2017－2018年度
役員理事構成の発表をお願い致します。

９．2018－2019年度会長、幹事のご挨拶
　　2018－2019年度会長菅原正明会員挨拶
　　2018－2019年度幹事小野寺浩二会員挨拶
　　ありがとうございました。
10．クラブ再編について
　　廣瀬ガバナー補佐よりクラブの意志報告。
　　クラブとしては再編に反対の意思を示しま
す。会員皆様の承認を求めます。

　　拍手によりご確認をいただきたいと思いま
す。

　○全会一致承認されました。ありがとうござ
います。

　　以上をもちましてクラブ総会を終了いたし
ます。
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職業奉仕

荒谷　信幸

猪俣　英二

西野　義人

齊藤　俊一

斉藤　泰成

荒谷　信幸

徳永　賢二

斉藤　泰成

菅原　正明

猪俣　英二

小野寺浩二

菅原　正明

加藤　栄吉

本間 　信

内池　眞人

徳永　賢二

小野寺浩二

廣瀬　　禎

斉藤　　崇

１．役　員

室蘭北ロータリークラブ　2017～2018年度　役員・理事・委員

２．理　事（１3名）

第２回　麻雀大会 平成28年11月22日（火）

管原　正明
猪俣　英二
椛澤　哲也
上口喜代志
松田　博文
笹谷　豊明
齊藤　俊一

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

順　位 名　　前 満貫賞 合　計

3

1

3

2

1

1

1

50,500

32,600

32,000

9,800

1,000

-1,600

-3,210

工藤　一人
藤井　徹也
廣瀬　　禎
小野寺浩二
及川　　力
徳永　賢二
赤崎　幸三

8位

9位

10位

11位

12位

B.B.

14位

順　位 名　　前 満貫賞 合　計

-8,300

-13,400

-16,700

-17,700

-19,300

-19,900

-25,500

1

2

2

1

1

1

第６回理事会　議事録
日　時：平成28年12月 6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、
　　　　斉藤崇、廣瀬禎、笹谷豊明、猪俣英二
【議　題】
１．12月20日（火）親睦活動委員会・クリスマス家
族例会について ………………………… 承認
ＲＡＣ、ＲＡＣ（ＯＢ）、米山学友には案内状を出す。
ＲＡＣと米山学友の会費は青少年の予算から支
出、ＲＡＣ（ＯＢ）は徴収する。

２．1月17日（火）クラブ協議会について ……承認
1月24日に変更する。

３．1月31日（火）職業奉仕委員会・クラブフォーラ
ムについて ………… 次回の理事会にて協議。

４．創立45周年について …………………… 承認
室蘭北ロータリークラブ記念積立金口から室
蘭北ロータリークラブ創立45周年実行委員会
口座へ振替。

５．Ｉ．Ｍ．について（資料別紙）……………… 承認
６．下期会費について ……………………… 承認
創立45周年・ＩＭ・オークション品物代を合わせ
て請求。地区大会に出席された方々の登録料、
ゴルフ大会、バス代も合わせて請求する。

７．1月の理事会開催時間の変更について… 承認
1月10日16：30より。

８．三村博通会員の件について …………… 承認
退会。

９．国際ロータリー第2510地区ローターアクトと
国際ロータリー第3500ローターアクト（台湾の
地区）合同例会の件……………………… 承認
登録料と交通費の支出について。

10．その他
　○室蘭民報社より新年号広告掲載について
　　 ………………………………………… 承認
ロゴの上に一言添える。

　○ロータリーの友増冊について ………… 承認
1月号の「ロータリーの友」に、北ＲＣの「クラブ
を訪ねて」が掲載されるので、30部増冊する。

議　事　録


