
和食ランチ（カツとじ定食）

●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

１．国際奉仕委員会　徳永委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　７月の募金額は 36,048 円です。前年度繰
越金と合わせて 127,752 円となっておりま
す。ご協力ありがとうございます。引き続
きよろしくお願い致します。

２．親睦活動委員会　藤井委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　７月の募金額は12,974円です。
３．会員増強委員会　山口委員長より
　　会員増強セミナーの報告
４．青少年奉仕委員会　椛澤委員長より
　　ＲＡＣ例会について

１．次週 8/14 の例会はクラブ指定休会となっ
ております。お間違えのないよう宜しくお
願い致します。また、8/13～16 まで事務
局のお盆休みとなりますので宜しくお願い
いたします。

２．8/21はガバナー公式訪問例会です。開会時間
は18：00からとなっておりますのでお間違
えのないようお願い致します。また、クラブ
協議会に出席される方は、活動計画書をご
持参ください。

３．本日例会終了後第1回理事会が開催されます。
関係者はお集まりください。また、18：30よ
り第2回クラブ協議会が開催されます。関係
者はお集まりください。

　＊ポリオプラス募金一人100円ととワンコイン
ニコニコBOXのご協力をお願い致します。

幹事報告

委員会報告

本日のゲスト
日本放送協会室蘭放送局
 局長　浅川　　玲 様（室蘭ＲＣ）
米山記念奨学生 ショウ・カンメイ 様

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

47名
2名
45名

出席者数
欠席者数
出席率

36名
11名

76.60％

2018年8月21日（火）　第2245回　例会

●７月はロータリー親睦活動月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：菅原　正明　●幹事：小野寺浩二　●編集：クラブ管理運営委員会

2018～2019年度　国際ロータリーテーマ

BE THE INSPIRATION
　　「インスピレーションになろう」
　　　　　2018～2019年度 ＲＩ会長　バリー・ラシン

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2244回（8月7日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和食（松花堂風弁当）

次週献立予定

特定非営利活動法人　おおぞら
放課後等デイサービス事業かざみどり室蘭　施設長

相談支援事業所おおぞら　管理者
　菅原　俊明 様

クラブ管理運営委員会

卓話「放課後等デイサービス事業
　　　　　について　児童発達支援」

現　在　＄１＝112円
８月のロータリーレート

会長報告

１．ガバナー事務所より
　　７月に発生した西日本豪雨災害義捐金のお
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。

２．米山記念奨学生ショウ・カンメイさんに奨
学金を支給いたします。

３．募金額が 35,000 円になりました。ご協力
ありがとうございました。ガバナー事務所
へ送金させていただきます。

ガバナー公式訪問
　「会長・幹事懇談会」
　「第３回クラブ協議会」
　「夜間例会」

16：00～
17：00～
18：00～

開催日：2018 年10月 21日㈰
　09：00　式典・本会議
　13：00　記念講演
　16：00　懇親会（札幌グランドホテル）
会場：札幌市民交流プラザ
登録締切：8/20 ㈪　追加変更は9/10 ㈪迄
※入会三年未満の会員は原則として出席義務と
　なっております。

地区大会２日目開催のご案内

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。



各種記念日

前回例会のプログラム

日本放送協会　室蘭放送局
局長　浅川　　玲 様（室蘭ＲＣ）

クラブ管理運営委員会

卓話「ＮＨＫ室蘭放送局の
　　　　放送事業への取り組み」

●プロフィール
　昭和36年、群馬県前橋市生まれ。
　昭和59年、ＮＨＫ入局、名古屋放送局に配属。
　昭和63年、本部（東京）に異動。放送技術局、技術局、
　情報システム局などで放送現場の業務や放送設備の開発
　業務に従事。
　平成24年、札幌放送局　技術部長。
　平成29年、室蘭放送局　局長。

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（第18回キメラカップ西胆振少年野球大会
無事に決勝戦を行うことができました）
菅原正明（暑い日が続きます。皆様ご自愛ください）
川本康裕（ＮＨＫ局長様の卓話が無事に終了しましたので）
米塚豊（息子に社長を譲り、会長になりました）
山口雄平（会員増強セミナー行ってきました）
椛澤哲也（第3回ローターアクト例会に参加しました）
西野義人（8/5水元少年野球部が読売少年野球教室
に参加しました）
浅川玲様（卓話にあたり）

誕生記念日　菅原　義男 会員　8月7日

誕生記念日　荒谷　信幸 会員　8月9日

誕生記念日　猪俣　英二 会員　8月9日

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

創立記念日　塚田　智憲 会員　8月10日

　ＮＨＫは全国に５４の放送局があり、北海道に
は札幌、函館、旭川、帯広、釧路、北見、室蘭の７局
があります。通常は県単位の放送を行っていますが、
北海道は札幌を中心として7局が連携した広域放
送を行っているため、札幌以外の局は全国の放送
局と比べると規模が小さくなっています。
　室蘭は昭和１７年にラジオ放送を開始し、昭和３
３年にテレビ放送を開始しました。現在の室蘭放
送局は昭和３６年に建てられ、その後、増築や改築
などをしながら今日に至っています。担当エリアは、
胆振日高の４市１４町です。
　業務としては、日々の出来事を取材してニュース
としてお伝えすること、気象災害や事件・事故が発
生した場合などの緊急報道対応、1～２分のミニ番
組の制作、放送設備の維持管理、「のど自慢」のよ
うな公開番組やイベントの企画・開催などが主な
ものとなっています。
　月～金の１８時５２分から胆振日高地域の話題を
ニューススタジオから放送していますので是非ご覧
下さい。昨年１０月にスタジオのセットを新しくして、
白鳥大橋や襟裳岬をイメージした背景を取り入れて
います。測量山にはテレビ放送とＦＭ放送のための
アンテナが設置され、室蘭放送局の裏山にラジオ
放送のためのアンテナが設置されています。えりも
町まで直接電波が届かないので、途中で電波を中
継して届けています。室蘭は市内でも山や谷が多く、
直接電波が届きにくい地形となっていますので、母
恋や輪西、東室蘭など、市内にも多くの中継放送所
があるのが特徴となっています。天気カメラは、局
の屋上や測量山の山頂、祝津の高台などに設置し
ています。気象情報をお伝えする時に各地の様子を
映し出すために使われますが、地震や台風などが
発生して人が近づけない場合に現地の様子を伝え

るためにも使われ、札幌放送局からリモコン操作で
カメラを動かすこともできます。緊急報道のために
衛星伝送中継車が配備されていて、必要があれば
通信衛星を経由して中継できます。
　今年は６月の「宮蘭フェリー」の就航に合わせて
夕方の｢ほっとニュース北海道｣で中継を行い、８月
には洞爺湖町で「のど自慢」を開催します。広い北
海道では地域にこそ放送すべき素材がたくさんあ
ります。今後も地域情報の発信のほか、公開番組
やイベントなどを通じて地域貢献を果たしていき
ます。

【ウォーキング】
開催日：2018 年 9月 8日㈯・9日㈰
会場：洞爺湖温泉湖畔遊歩道広場（主会場）
受付：6：00
※スタートはコースによって違いますので申込書を
　ご覧ください。
※申込は各自でお願い致します。当日も受け付け
　ます。申込書は事務局にございます。
ロータリークラブとしてウォーキングでのご参加の
方は参加費が洞爺湖町内扱い（一般の半額）となり
ます。但し、町内用参加申し込み限定です。

第３１回北海道ツーデーマーチのご案内



第２回クラブ協議会　議事録
日　時：平成 30年 8月7日（火）18：30～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原正明、赤崎幸三、小野寺浩二、松田博文、
　　　　本間信、加藤栄吉、川本康裕、斎藤俊一、米塚豊、
　　　　工藤一人、藤井徹也、太田義則、菅原義男、
　　　　椛澤哲也、上口喜代志、吉田隆、木村卓也、
　　　　宮本一章、船水尚行、水野治、
　　　　荒谷信幸（代理：猪俣英二）、
　　　　西野義人（議事録作成）
【協議事項】
１．ガバナー公式訪問について（進行役、小野寺幹事）
⇒菅原会長より、ガバナー補佐の都合により会長
幹事会が開催されていない状況で公式訪問とな
る旨説明。公式訪問前の例会や協議会は本日が
最後になるのですべて本日決定する。
⇒ガバナー公式訪問時に行う「第3回クラブ協議
会」式次第（案）及び席次（案）を一部修正した。
………………………………………………（承認）

○全員起立して出迎える旨をシナリオに追記する。
………………………………………………（承認）
○各委員会活動の報告はおおむね2分以内とする。
………………………………………………（承認）
○クラブ協議会と例会の会場設営はSAAが担当
する。………………………………………（承認）
○前年同様ガバナーへ質問をするため次第に追記
する。………………………………………（承認）
○質問者は上口会員、吉田会員、水野会員とするが
進行状況に応じて調整する。……………（承認）
○当日の予定は16時～会長幹事懇談会。17時～第
3回クラブ協議会。18時～例会。
　19時半～2次会（会場：パルファン）……（承認）
　※2次会会場は幹事が予約する。
○ガバナーを含めゲスト全員に2次会の案内をす
る。…………………………………………（承認）
○例会時はタスキを着用する。……………（承認）
○当日はネクタイ着用（男性会員）とする。事務局
を通じて通知する。………………………（承認）
○例会時に掲げる横断幕もデザインと掲載場所も
確認。………………………………………（承認）

議　事　録

第２回理事会　議事録
日　時：平成 30年 8月7日（火）13：40～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原正明、赤崎幸三、小野寺浩二、荒谷信幸、
　　　　菅原義男、松田博文、加藤栄吉、藤井徹也、
　　　　本間信、齊藤俊一、山口雄平、川本康裕、
　　　　徳永賢二、椛澤哲也、米塚豊、
　　　　西野義人（議事記載）
【協議事項】
１．8月21日（火）ガバナー公式訪問について（承認）
○菅原会長
⇒米山奨学生を招待する。

２．9月1日（土）RAC地区協議会について（承認）
⇒クラブより　志として30,000円の支出。
　会員への登録をお願いする。
＊青少年奉仕委員会　椛澤委員長より
　地区RACより要請があり、人頭分担金
　11,500円を負担。（承認）

３．9月4日（火）3RC合同例会について
⇒次第案（承認）、予算案（承認）、アトラクション内
容は親睦活動委員会（8月28日）にて決定する。
（承認）
⇒米山奨学生を招待する。（承認）

４．9月8日（土）・9日（日）ツーデーマーチについて
⇒洞爺湖RCより９日（日）に手伝いの依頼あり。手
伝いで参加する会員には昼食を支給。（承認）
⇒分担金20,000円を支出。（承認）

５．9月18日（火）クラブ協議会について
⇒8月7日のクラブ協議会と差し替えのため中止。
（承認）

６．9月15日（土）社会奉仕委員会・カントリーデーに
ついて
⇒活動内容（承認）　費用（承認）　会員には8月20
日頃に案内を発送。（承認）

７．9月22日（土）親睦家族移動例会について
⇒計画案（承認）　予算案（承認）
⇒参加する家族の会費については、子供無料で大
人は負担いただく。（承認）
⇒米山奨学生を招待する。（承認）
⇒詳細な内容は8月28日開催の親睦活動委員会に
て決定。（承認）

８．10月21日（日）地区大会について（承認）
⇒米山奨学生・RAC・事務局は登録 
⇒RACの登録料は当クラブが負担する。

９．その他
⇒米山奨学会から補助金が支給された。（報告）
⇒米山記念奨学生宿泊研修について。9月1日（土）
～2日（日）深川、留萌方面で開催される。集合場
所までの交通費を負担する。（承認）
⇒10月2日（火）ゲストは伊達RC・室蘭北RC2名の
米山奨学生が卓話をするが車代は支給しない。
（報告）
⇒気仙沼南RC創立50周年式典について祝電の対
応は行わない。（承認）

議　事　録

開催日：2018 年 9月1日㈯
会場：ホテルサンルート室蘭
登録料：7,000 円
　　　　二次会参加費：2,500 円
登録締切：8/10 ㈮

第４６回ＲＡＣ地区協議会のお知らせ
　14：00　登録受付
　14：30　開会式
　17：15　閉会式
　18：00　懇親会
　20：30　二次会
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