
●例会場　ホテルサンルート室蘭
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各種記念日

ニコニコＢＯＸ

１．2016-2017 年度会計　松田博文会員、監査
米塚豊会員より

　　昨年度の決算報告がされました。
２．藤井徹也　親睦活動委員長より
　　今年度の親睦活動計画が発表されました。

会長報告

１．本日、18：30よりホテルサンルート室蘭に
於いて、クラブ協議会が開催されます。関係
者はお集まり下さい。

２．ポリオ募金のお願い。お一人 100 円をお願
い致します。

１．7/30（日）ジュニアヨットの件
　　第36回全道少年少女ヨット大会が開催され
ます。参加される方は、クラブジャンパーを着
用のうえお集まり下さい。

　　日　時：2017年7月30日（日）
　　開会式：8：30（予定）
　　表彰式・閉会式：15：00（予定）
　　集合場所：室蘭エトモマリン
　　　　　　　　室蘭市絵鞆町4-2-14
幹事報告

委員会報告

本日のゲスト
国際ロータリー第2510地区第9グループ
 ガバナー補佐　松岡　健一 様
 ガバナー補佐幹事　中田　敏行 様
 部田　　茜 様

出席報告

会員数
出席率

47名
68.09％

出席者数
欠席者数

32名
15名

松岡健一ガバナー補佐（ガバナー補佐訪問につき）
藤井徹也（中国出張気をつけて行って来ます）
廣瀬禎（ゴルフ同好会参加してきましたので）
工藤一人（ロータリーコンペ優勝しました）
猪俣英二（ゴルフ同好会自己ベスト更新につき）
菅原悦子（7/17は道民の日です）
松田博文（2016～2017年会計の仕事を終えることができました）

2017年7月25日（火）　第2197回　例会

●７月は○○○○月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：荒谷　信幸　●幹事：猪俣　英二　●編集：クラブ管理運営委員会

2017～2018年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE
　　「ロータリー：変化をもたらす」
　　　　　2017～2018年度 ＲＩ会長　イアン H. S. ライズリー

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2196回（7月18日）例会記録

室蘭岳

本日献立 洋食ランチ（ハッシュビーフ、ライス、サラダ、
スープ、フルーツ）

岸田　　理 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「私とお寺」

誕生記念日　西野　義人 会員　7月22日

中華ランチ（冷やし担々麺）次週献立予定

菅原　正明 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「まだ早い？　まだ早いけど？？
　　　　2018-2019年度に向けて」

創立記念日　岸田　　理 会員　7月22日

志水様

いつもお世話になっております。
念のため修正版をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　　　　北海印刷/菊池

笹谷様
いつもお世話になっております。
校正をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　北海印刷/菊池

恐れ入ります。６月のメニューをお願い致します。



米塚　　豊 会員
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話「2015-2016年度
　　　　　2年前を振り返って」

　前年度の最終理事会が6月20日に開かれました。
そこで新年度から新たに5人の方が北ロータリーク
ラブに入会することが決定しました。今年度の会
員は47名と言うことです。
　私はこれを見て、2013-14年度の松田会長の時
を思い出しました。この年度には9名の方が入会さ
れ1名が退会されました。この9名の会員増強で翌
年の地区大会におきまして2014-15年度の齊藤俊
一会長が表彰されました。年間9名の入会は地区
においても大変話題になりました。次の齊藤会長
のときは6名が入会されましたが、残念ながらお亡
くなりになったり、会社の引継会員の関係で7名の
方が退会されました。015-16年度の私のときは4
名の入会、1名の退会がありました。昨年度徳永会
長のときは、1名の入会、1名の退会でプラスマイナ
スゼロで今年度は5名です。
　このようにこの5年間で実に25名の方が北ロー
タリークラブに入会されました。47名の53％です。
そうして年齢も若い方がほとんどです。さぞかし
平均年齢も大いに下がったと思いましたが、もとか
らいる方も一つずつ年齢が増えているので極端に
は下がらないようです。でも今年の若い5人を入れ
ると確実に60歳を切ったと思います。
　若い方の入会がひとつの引き金となり、次々と
若い方々の人脈を通じて会員を増やしていけたこ
とは大変すばらしい事と思います。普通ロータリー
クラブと言えば、年寄りの集まりと思われてなか
なか若い方は入会してくれませんでした。室蘭の
他のクラブも大変羨ましく思っているところです。
　4年以上の経験者は25名です。北ロータリーク
ラブの半分がここ4年間で入れ替わったという事
です。人間の体も細胞ひとつひとつが常に入れ替
わって、1年後には全身入れ替わるそうですから、
常に新しいものを入れていくということは、素晴ら
しいことだと思います。ロータリー、ライオンズそ
の他色々組織がありますが、どの組織も会員増強
しなければ自然減で組織は消滅します。
　しかし私たちも新会員も、このクラブに出席しそ
して活動するには、このクラブが楽しくなければな
りません。義務的にいやいや参加していても長続
きはしません。
　創立5周年のとき当時の吉井会長は、当クラブ
は所謂第3次産業主導型のクラブであり、堅苦しさ
がなく、格式張らず、家族を含めた親睦を通じ、会
員相互の極めて和やかなクラブとして特徴がある
と存じております。また活動の源泉は新しい会員、
古い会員の区別なく渾然喜々として楽しみ、家族を
含めた親睦を通じ、ロータリーへの深い理解が奉
仕の気持ちを育み実践に移す勇気を与えたと存じ
ますとおっしゃっております。

　北ロータリークラブは創立以来、この精神を受
け継いでいると思います。このことは他のロータ
リークラブは大変堅苦しいところかも知れません。
　しかし、楽しいだけでは駄目です。今年度のクラ
ブ広報はベテラン加藤委員長です。先週の委員会
活動方針の発表の時、加藤委員長は、今年も新旧
入り交じっての勉強会を何度か開催するとおっ
しゃいました。新しい会員は是非全部出席して、
ロータリーの理解を深めて頂きたいと思います。
　昨年度、当クラブは創立45周年、またＩＭを行い
ました。そしてそれぞれの実行委員長でした笹谷
会員、斉藤崇会員は、若い方々を積極的に重要な
役割についていただき、十分に活躍して頂いたこと
は、今後の北ロータリークラブにとって大変意義深
いものであったと思います。5年後の50周年、ＩＭ
を楽しみにしています。私の年度の嵯峨ガバナーは、
会員増強を一番に揚げておりました。最低でも5％
の増強を目指していました。また、増強も大事だけ
ど、以下に会員の退会を防ぐかを考えてくださいと
言われておりました。ガバナー訪問の時も、北ロー
タリークラブの会員増強を大変評価しておりまし
た。これが昨年度の武部ガバナーにも引き継がれ、
北海道で初めてロータリーの友の記事になり、そし
て月間さっぽろの記事にも繋がったと私は思って
おります。
　ガバナー公式訪問の時北ロータリーの資料を嵯
峨ガバナーにお渡ししていたのですが、その中にこ
こ5年間の入会者、退会者の欄がありまして、その
中に私の名前を見つけまして、へー4年目で会長で
すが、と聞かれたのを覚えています。はい、10年間
のブランクがありますけど、以前会員でしたと言い
ますと、嵯峨ガバナーも、私も一度退会したことが
あるとおっしゃっていました。そして、一度やめて
外からロータリーを見ると、今までと違うものが見
えるとおっしゃいました。この嵯峨ガバナー、春の
会長研修会の時は、随分堅そうな人だなーと思い
ましたが、色々お話しすると同じ年齢ということも
あり結構いい人でした。ゴルフも上手いです。
　最後に、私の年度でやり残したことがひとつあ
りました。猪俣幹事が出席委員長でしたので、二人
で何とか一回でいいから、会員全員が出席する
100％例会をしたいと思っていました。しかし、会
員の出張、体調不良など、色々な事情があり実現で
きませんでした。
　椛澤出席委員長、ぜひトライしてみてください。
　長々と、とりとめのないことをお話しいたしまし
たが、これで終わらせていただきます。



ゲストよりご挨拶

第1回クラブ協議会　議事録
日　時：平成29年 7月18日（火）18：30～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：荒谷信幸、菅原正明、猪俣英二、加藤栄吉、
　　　　西野義人、廣瀬禎、斉藤崇、西尾静枝、
　　　　赤崎幸三、齊藤俊一、岸田理、木村卓也、
　　　　黒崎清、宮本一章、小野寺浩二（議事記載）
【議　題】
１．今年度クラブ運営について
○クラブ協議会の趣旨説明（加藤会員）
○各委員会活動予定
　　9/9（土）道民の森で1500本の植樹がある
ため、参加者の調整が必要（荒谷会長）
　⇒同一日にツーデーマーチがあり、例年3～
4名程度、出席している（廣瀬会員）
　⇒日程が重複しているため、7/21（金）の会
長幹事会で確認する（荒谷会長）

２．ガバナー公式訪問について
○新入会員にガバナー公式訪問の内容説明（廣
瀬会員）
○各委員会活動について
　⇒ＣＬＰと各委員長のどちらが活動計画を説
明するのか（加藤会員）
　⇒活動計画の中から特色をアピールしては
どうか（齋藤俊一会員）
　⇒活動計画は各委員長が特色をピックアッ
プし簡潔な内容とし、１名２分程度とする（荒
谷会長）

○事前に他クラブの状況を確認した上で調整
してはどうか（斉藤　崇会員）　
○過去の活動内容の検証を実施予定である事
をアピールする（荒谷会長）
○宿泊先の手配状況を会長幹事会で確認する
（荒谷会長）
○式次第、座席表は昨年度をベースに更新する
（荒谷会長）
○新入会員からの一言を式次第に加えてはど
うか（加藤会員）
○ガバナーと同行する地区幹事等の出席者を
事前確認してはどうか（廣瀬会員）
○例年に比べ、クラブ協議会と例会のインター
バルが短いためクラブ協議会は50分程度か
（管原会員）
○次回のクラブ協議会（8月22日）で詳細を調
整する（荒谷会長）

議　事　録

第２回 室蘭北ＲＣゴルフ同好会

平成29年7月16日（日）　於　伊達カントリー倶楽部

工藤　一人
猪俣　英二
本間　　信
瀬戸　行雄
中田　孔幸
斉藤　富子
廣瀬　　禎
中田久美子
徳永　悦枝
赤崎　幸三
斉藤　　崇
小野寺浩二
徳永　賢二
木村　卓也
西尾　静枝
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松岡　健一 ガバナー補佐



キメラカップ少年野球大会開催

　株式会社キメラ主催による第17回キメラカップ西胆振少年野球大
会が平成29年７月２日（日）、７月８日（土）、７月９日（日）、室蘭少年野
球場Ａ・Ｂ、登別若草少年野球場の３球場で開催されました。
20チームもの少年野球チームがエントーリーをして三日間かけて優
勝チームを決める大規模な大会です。
　第17回目の本大会では、最終日の９日、室蘭少年野球場で準決勝、
決勝が行われ水元少年野球部が港北クラウンを、６－５で下して初優
勝しました。
　最優秀選手には水元少年野球部の岡田陽季選手が選ばれました。
　当クラブとしては初めての参加になりますが、規模の大きさに本
当に驚かされました。
是非、来年からも引き続き参加させて頂き次世代を担う青少年の人
間的、社会的成長を支援していきたいと思いますので、多くのロータ
リアンの参加協力を、どうぞ宜しくお願い致します。

青少年奉仕委員会　委員長　内池　秀光


