●７月はロータリー親睦活動月間です。
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●会長：菅原

洋風８品（モッツァレラチーズとトマトのカ
プレーゼ、スズキのカルパッチョ、サーモン
と生ハムの盛り合わせ、舌平目のムニエル、
サワーポーク、ローストビーフ、チキンとキノ
コの炊き込みごはん、デザート（ケーキ））

次回の予定プログラム

卓話「会員増強について」
椛澤 哲也 会員
クラブ管理運営委員会
洋食ランチ（夏野菜カレー、スープ）

※例会終了後、定例理事会を開催致します。

出席報告
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●幹事：藤井

徹也

●編集：クラブ管理運営委員会

第2324回（7月21日）例会記録
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親睦活動委員会

会員数
出席免除者数
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義男

前回までの例会の報告

夜間例会「親睦夜間例会」

次回献立予定

ホルガー・クナーク

例会

本日のプログラム

本日献立

2020〜2021年度 ＲＩ会長

出席者数
欠席者数
出席率

33名
14名
70.21％
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創立記念日

岸田

理 会員
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会長報告
１．柳谷純二様の入会にあたり、異議がござい
ませんでしたのでご報告いたします。入会
は7月28日予定です。
幹事報告
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
者はお集まりください。
２．３ＲＣクラブ合同夜間例会について
ホストクラブ：室蘭東ロータリークラブ
開催日：10月21日（木）予定
３．第56回献血運動推進全国大会実行委員会
より「北海道の献血のあゆみ」が届きまし
たので回覧いたします。
４．「改正健康増進法」全面施行（禁煙対策）
について（回覧いたします）
＊ポリオプラス募金、1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。
委員会報告
１．2019-2020年度会計報告
前年度会計 斉藤 崇会員より
監査
菅原正明会員
２．親睦活動委員会 猪俣委員長より
例会終了後委員会を開催いたします。関係
者はお集まりください。
３．社会奉仕委員会 宮本一章委員長より
例会終了後委員会を開催いたします。関係
者はお集まりください。

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（室工大にてＭＯＴ実践講座の講義をしてきました）
廣瀬禎（ゴルフ同好会コンペ準優勝しましたので）
斉藤聡（ハンディキャップにすごく恵まれゴルフ
コンペで初優勝しました）
笹谷豊明（菊地先生の突然の訃報に接して）
宮本一章（息子の記事が今日の民報に載りました）

●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

前回例会のプログラム

卓話「新住まいのウチイケスタイル」
内池 秀光 会員
クラブ管理運営委員会
◆知名度を上げるための
挑戦
弊社『住まいのウチイ
ケ』は社名変更してから
お陰様で19年目になりま
す。スタート当時は ㈱ 内
池建設の大工部門のよう
な会社で、木工事を建設
会社から請け負う下請け
業者のような会社内容でした。
当然知名度なんてほとんど無いに等しいような
ものでした。どんなに素晴らしい住宅を造ったとし
ても、まずは名前を知ってもらわなければ始まら
ない、19年前私が社長に就任してから、特に力を入
れたことは会社知名度を上げる事でした。
その頃の宣伝手段は紙媒体の広告がメインでし
た。その中でも最も効果が高かいのは新聞や雑誌
の記事として掲載される事です、お金もかからない
し。ですからいかに記事として取り上げてもらえる
か苦慮しました。それでオリジナリティーというか、
『住まいのウチイケ』の他ではやっていない、西胆
振初となる「性能表示住宅」、全道初となる「60年
継続点検保証」、また「ホームLAN標準装備」など、
次々と新たな取り組みに挑戦していきました。

◆新たなスタイルをコンセプトに
これまで５年間挑戦し続けてきた、省エネ住宅の
トップランナー企業を表彰する制度「ハウスオブザ
イヤーインエナジー」において、昨年ついに大賞を
受賞することが出来ました。その 日本一の省エネ
性能 を武器に住まい のウチ イケの家をフラン
チャイズ展開し、全国に発信していくことがこれか
らの『住まいのウチイケ』の新たな挑戦となります。
今日のタイトルにもある「新住まいのウチイケスタ
イル」をコンセプトに、いま新たな挑戦に取り組ん
でおります。弊社は17年前から「お客様感謝祭」を
行ってきましたが、今年は「新型コロナウイルス拡
大防止対策」のため止む無く中止を決定すること
になりました。しかし、お客様からどうにかして開
催してほしいそう言う声が多数寄せられ、社員一
同検討した結果、お客様の要望に何としてでも応
えなくてはと決意の基、今流行りのリモートを活用
したweb感謝祭を企画しました。先日無事終了、
大成功裡に終わらせることが出来ました。
◆Ｗｅ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｃｈａｌｌｅｎｇｅ
―――挑戦し続ける
フロンティア精神とも言える挑戦者としての基
本姿勢は、住まいのウチイケの根幹を成すもので
あります。省エネ日本一という目標を達成した今も
決して変わる事はありません。お客様に心からご
満足して頂ける住まいを提供する。そのことに貪欲
であり続け、これからも様々な取り組みに挑戦して
いきたいと思います。
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[職業奉仕委員会]
①｢4つのテスト｣唱和 ②クラブフォーラム開催
第1回 クラブ協議会
③職場訪問例会の実施 職業奉仕・社会奉仕の
日時：2020年7月21日（火）18時30分〜19時55分
｢ハッピートルネード｣を目指していく。
場所：ホテルサンルート室蘭
[国際奉仕委員会]
出席者：菅原義男、赤崎幸三、松田博文、菅原正明、
①ポリオプラス募金推進
岸田 理、猪俣英二、宮本一章、太田義則、
②室工大留学生との室蘭岳登山交流
小野寺浩二、西野義人、加藤栄吉、内池秀光、
③国際奉仕地区補助金事業への参加(実施済)
木村卓也、水野 治、小玉忠弘、宮本秀樹、
④国際奉仕フォーラム
斉藤 聡、広瀬 勲、西城 明、
[青少年奉仕委員会]
工藤一人（代理）、山口雄平（代理）、
コロナの影響を受けやすい行事ばかりだが、ジュ
藤井徹也（議事記載）
ニアヨットレース、蘭東少年野球団の支援をしてい
【協議事項】
く。来春の第33回全国ローターアクト研修会の支
１．今年度クラブ運営について
援など、ローターアクトクラブの支援も行っていく。
◎会長挨拶
[会員増強委員会]
今年度は「日本のロータリー100周年」更に次年度
①会員3名増と、そのため情報共有
に「室蘭北ロータリークラブ50周年」を控えており、
②退会防止の為、例会等への参加促しなどコミュ
身の引き締まる思いである。 当クラブは昭和46
ニケーション
年に31名でスタートし、最大64名まで増え、その
③入会しやすい環境づくり、入会後のケア
後減少が続いたが、ここ数年若手会員等の増加も ２．ガバナー公式訪問について
あり、今季は49名でのスタートとなった。 「学び
9月1日（火） 16:00 会長・幹事懇談会
愛、助け愛、心の扉を開きましょう」をスローガン
17:00 クラブ協議会
に掲げ、諸先輩方が築き上げてきたクラブの歴史
18:00 例会
を学び、会員交流・意見交換などを行い、様々な問
・ 第2510地区ガバナー 福井敬悟様（札幌手稲Ｒ
題の解決のヒントを得られる場であり、会員個々
Ｃ）、同地区幹事 和田敬友様（札幌手稲ＲＣ）、同
の視野を広げられるのが例会の醍醐味であると感
髙張英人様（札幌手稲ＲＣ）をお招きする。3名は車
じている。 今年度は、各員会・ベテラン会員の協
でご移動されるので、お迎えなどは不要とのこと。
力をいただき、室蘭北ロータリークラブの歴史を
当日はサンルートに宿泊される。
学び、次年度50周年を迎えたいと思うので、ご協力
・ 式 次 第 、進 行 な ど 詳 細 は 次 回 協 議 会（ 8 / 1 8
願いたい。
18:30〜）にて検討する。
◎各委員会活動計画（内容抜粋）
・クラブ協議会式次第、例会席次、記念撮影並び順、
［クラブ広報委員会］
横断幕及び下げ札は、例年通り。
①定款細則変更 ②｢ロータリーの友｣の紹介
・例会時の食事は弁当を考えているが、酒類の用意
③室蘭北RCフェイスブックの運用
は？
④MY･Rotary全員登録
・当日はネクタイ及び「日本のロータリー100周年」
⑤勉強会：会長方針に合わせクラブ歴史などの
ピンバッジ着用とする。
勉強会を実施
・出席率は非常に印象に残るので、90％（44名）以上
［プログラム委員会］
を目指し、出席委員長をはじめ、全員で呼びかけな
当面は会員の卓話で進める。卓話をしていない
どの活動を行う（二次会の出席も誘う）
人、旬な話題がある人などを優先的に。コロナの状
・例年4階を半分に分け、
「クラブ協議会」
「例会」をそ
況を踏まえ、会員の協力を願いしたい。
れぞれ実施しているが、ソーシャルディスタンスの
［出席委員会］
面から、3階で協議会、4階で例会としなければい
①SNSで例会案内 ②出征状況を定期的に発信
けないのでは？
③メーキャップの推進 ④出席率優秀者表彰
◎加藤ガバナー補佐より8月31日から9月3日までの
⑤例会時に親睦員会と協力し運営
第9グループ公式訪問日程のご説明あり。
「洞爺、登
[親睦活動委員会]
別はおそらくお酒を伴う例会になると思われるが、
①活動自体は例年通り(誕生日の花等)。
北クラブは酒類無しが望まれる。二次会にお誘い
②夜間例会の方法等は、コロナの状況を見ながら
し、懇親を深めては？」とのご意見。
逐次考えていく。
・クラブ協議会は例年各委員会の活動計画を発表す
③9/27親睦家族移動例会をウポポイで予定。予約
るが、事前に資料を送ってあることもあり、はたし
がネットで2週間前からで、場合によっては行き
てどこまで聞いているのか？
先変更も考える。
・武部ガバナーの時の「僕はガバナーを目指します」
※山口会員から「地元企業支援という面でも室蘭
という椛澤会員のような、インパクトのある、活気
港クルーズ船を考えてみては？」との意見あり。
のある話があった方が印象に残るのでは？
→検討していく。
・他クラブではコロナ関連で退会者が相次いでいる。
[社会奉仕員会]
空知では二ケタの退会者も出ている。その中で退
①献血例会実施 ②交通安全啓発活動
会者なしというのはインパクトあり。
③カントリーデー知利別川清掃
・オブザーバーからの活気ある発言が期待される。
④新型コロナに対する地域社会への貢献：工大生
・例年2次会を実施している「パルファン」は８月末
などの生活困窮者対策として、フードバンクなど
で閉店とのこと。会場を探す。
への支援を検討していく
⑤他委員会との連携
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録

