
和洋中８品（オードブル、冷菜盛り合
わせ、白身魚のパン粉焼、エビチリ、鰻
の山椒ソース、ローストビーフ、ミニイク
ラ丼、デザート）

●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

本日のゲスト
米山記念奨学生
 ショウ・カンメイ 様
ロータリー財団奨学金プログラム応募者
 重井　真琴 様

2018年12月11日（火）　第2260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：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2259回（12月4日）例会記録

室蘭岳

本日献立 中華ランチ（福建炒飯、スープ）

次週献立予定

親睦活動委員会

菅原　正明 会長

夜間例会「クリスマス家族例会」

「各委員会半期活動結果報告」

会長報告
１．先日、上田元会員のお別れ会に参加してき
ました。加藤会員が弔辞を読まれました。

　＊米山奨学生　ショウ・カンメイさんに奨学金
を支給いたします。

１．本日例会終了後、第１回理事会が開催され
ます。関係者はお集まり下さい。

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

幹事報告

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
　　11月の募金額は 11,887 円です。前年度繰
越金と合わせて 174,462 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
　　11月の募金額は5,148 円です。
３．クラブ広報委員会　加藤委員長より
　　リース造りにご参加願います。

委員会報告

各種記念日

結婚記念日　木村　卓也 会員　12月11日

創立記念日　吉田　　隆 会員　12月2日

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

34名
13名

72.34％

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（11/29室蘭ＲＣで卓話をしてきました。来年
JISQ9100認証にチャレンジすることを発表しました）
菅原正明（上田さんの「お別れの会」にクラブを代表し
出席してきました。菅原義男会員ありがとうございます）
渡部一姿（結婚記念日、創立記念日にあたり）
菅原義男（久しぶりの例会です）
小野寺浩二（知利別川に鮭が遡上してました）
椛澤哲也（木村卓也さんご来店ありがとうございます）
内池秀光（先日苫小牧キッズタウンに参加して参りました）
西野義人（11/24水元少年野球部６年生の卒団式がありました）
船水尚行（ロータリー財団プログラム応募者の
重井真琴さん例会参加）

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。



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４７名中３４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　義　男　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。幹事には藤　井　徹　也　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　赤　崎　幸　三　会員
　　　委　員　西　野　義　人　会員
　　　　　　　内　池　眞　人　会員
　　　　　　　國　田　雅　弘　会員
　　　　　　　笹　谷　豊　明　会員
　　　　　　　西　尾　静　枝　会員
　　　　　　　本　間　　　信　会員
　　　　　　　松　島　　　茂　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．赤崎幸三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2019-2020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．赤崎　幸三次期会長より2018－2019年度
役員理事構成の発表をお願い致します。

９．2020－2021年度　会長、幹事のご挨拶
　　2020－2021年度会長
　　　菅　原　義　男　会員　挨拶
　　2020－2021年度幹事
　　　藤　井　徹　也　会員　挨拶

　　ありがとうございました。
　　以上をもちましてクラブ総会を終了いたし
ます。

次々期会長指名挨拶
　　　菅原　義男 会員
　この度次々年度の会頭指名を頂きました菅原
でございます。私は平成21年度に入会させてい
ただき早9年になりますが、熱心にロータリー活
動、勉強をしたことがありませんでした。
　この私に菅原正明会長より次々年度の会長の
話を頂いた時には不安でしたが、いずれはと言
う話で引き受けることと致しました。
　尚幹事には仕事では室蘭にとどまらず海外に
も拠点を置きロータリーも熱心に勉強されてお
ります、藤井徹也会員に話しましたら快く承諾
を頂きました。
　幹事共々頑張って参りますので会員皆様のご
協力ご指導をよろしくお願い申し上げ、御挨拶
とさせて頂きます。

次々期幹事指名挨拶
　　　藤井　徹也 会員
　この度、次々年度幹事のご指名を頂きました
藤井です。
　私は2016年1月入会、今年末で丸3年を迎え、
幹事就任の1年後でも入会5年に満たない、まだ
まだ未熟なロータリアンです。又、来年、再来年
は、私の会社にとって今後10年へ向けての転機
となる大きな事業を控えており、肉体的にも精
神的にも不安でいっぱいです。が、楽天ゴールデ
ンイーグルス監督時代の星野仙一さんが言われ
た「神様は、乗り越えられる人にしか試練を与え
ない」という言葉を信じ、又、この試練を乗り越
えることで大きく成長できると自らを奮い立た
せ、微力ではありますが、菅原次々年度会長を盛
り立てて、室蘭北ロータリークラブのために尽
力する所存です。　何卒よろしくお願いします。

前回例会のプログラム 司会　菅原　正明 会長「クラブ総会」

次々期会長・幹事指名挨拶
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国際奉仕

副幹事

役　　職

副会長

会　　計

会員増強

社会奉仕

青少年奉仕

役　　職

直 前 会 長

S・A・A

プログラム

職業奉仕

ロータリー財団

赤崎　幸三

西野　義人

徳 永 賢 二

工 藤 一 人

椛 澤 哲 也

藤井　徹也

赤崎　幸三

菅原　正明

斉藤　　崇

菅原　義男

西野　義人

吉田　　隆

　

菅原　義男

斉藤　　崇

宮 本 一 章

猪 俣 英 二

廣瀬　　禎

菅原　正明

吉田　　隆

内 池 秀 光

上口喜代志

加藤　栄吉

１．役　員

室蘭北ロータリークラブ　2019～2020年度　役員・理事

２．理　事（１5名）

（オブザーバー）

ロータリー財団プログラム応募者

ロータリー財団プログラム応募者の
重井真琴さんからスピーチをいただきました。

第６回理事会　議事録
日　時：平成30年12月4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、松田博文、
　　　　菅原義男、椛澤哲也、藤井徹也、本間信、　
　　　　齊藤俊一、川本康裕、徳永賢二、米塚豊、
　　　　西野義人（議事記載）
【協議事項】
１．親睦活動委員会
　　クリスマス家族例会及び新年交礼会について
　　⇒余興内容は親睦活動委員会で調整済。クリスマ

ス例会には米山奨学生とローターアクト数名を招待
（RACの招待人数は青少年奉仕委員長に一任）。 
（承認）

　　⇒クリスマス例会の際に行うオークションから例年
通り5万円を歳末助け合いに寄付する。（確認）

２．室蘭民報社広告の件
　　⇒新年のご挨拶の広告を掲載する。（承認）
３．クラブ協議会について
　　1/15（火）クラブ協議会を行う。2/19（火）予定さ

れているクラブ協議会は中止とする。（承認）
４．1/29（火）職業奉仕委員会・クラブフォーラム

について

　　⇒函館亀田ロータリークラブの玉井清治氏にお越
しいただき、「ロータリーの歴史と職業奉仕」の
テーマで講話をいただく。（報告）

５．2/2（土）開催のＩ・Ｍについて
　　⇒12/11の会長・幹事会で内容決定後、詳細連絡す

る。主催は登別ＲＣ。（報告）
６．下期会費について
　⇒臨時会費を徴収し、地区大会のバス代金も合わせ

て徴収する。（承認）

７．2月の理事会について
　　⇒2/5（火）の夜間例会前の18時に開催する。
　　（承認）
８．旅費規程並びに慶弔基準について
　　⇒ゲストの旅費規定について、次年度の活動計画

書に追加する。（承認）
　　⇒退会会員の慶弔基準について、次年度の活動計

画書に追加する。（承認）
９．その他
　　⇒新会員について会員へ入会の可否を判断いただ

く。（承認）
　　⇒石倉会員の退会届を受理。（承認）
　　⇒出席委員会より上期出席上位3名の表彰を1/8

（火）の夜間例会で行う。

議　事　録




