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室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

室蘭岳

次回献立 御弁当

加藤　栄吉 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「昨今進学状況あれこれ Part2」
次回の予定プログラム

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

34名
14名

70.83％

ニコニコＢＯＸ

2020～2021年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY Opens Opportunities 
　　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　2020～2021年度 ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

前回までの例会の報告

第2340回（12月1日）例会記録

本日献立 御弁当

藤井徹也（経営者のサプライチェーン補助金採択されました）
猪俣英二（創立記念日にあたり）
山口雄平（結婚記念日にあたり）
菅原正明（定款・細則にあたりご協力ありがとうございます）

１．例会終了後理事会が開催されます。関係者
はお集まりください。

２．次週の例会は各委員会活動報告です。委員
長は原稿のご用意をお願い致します。委員
長の欠席の場合は必ず代理の方の手配くだ
さるようお願い致します。

３．国際ロータリー日本事務局より

＊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。

幹事報告

１．国際奉仕委員会　小野寺委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　11月の募金額は22,447円です。先週は
27,055円ご寄付いただきました。前年度
繰越金と合わせて85,632円となっており
ます。ご協力ありがとうございます。引き
続き宜しくお願い致します。

２．親睦活動委員会　猪俣委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　11月の募金額は5,900円です。ご協力あ
りがとうございます。引き続きよろしくお
願いいたします。

３．クラブ広報委員会より
　　ロータリーの友12月号の紹介

委員会報告

現　在　＄１＝105円
12月のロータリーレート

菅原　義男 会長

「各委員会半期活動結果報告」



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．会員総数49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
した西野　義人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。

　　幹事には内池　秀光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　本　間　　　信　会員
　　　委　員　米　塚　　　豊　会員
　　　　　　　内　池　眞　人　会員
　　　　　　　及　川　　　力　会員
　　　　　　　國　田　雅　弘　会員
　　　　　　　笹　谷　豊　明　会員
　　　　　　　西　尾　静　枝　会員
　　　　　　　廣　瀬　　　禎　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．本間　　信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2021-2022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．本間　信次期会長より2021-2022年度役員

理事委員会構成の発表をお願い致します。
９．2022－2023年度　会長、幹事よりご挨拶
　　2022－2023年度会長
　　　　西　野　義　人　会員　挨拶
　　2022－2023年度幹事
　　　　内　池　秀　光　会員　挨拶
10．クラブ定款・細則の改正について
　　クラブ広報委員会菅原　正明委員長より説明
11．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。
　　クラブ細則第7条に基づき会員皆様の賛同を
得ましたので、これより、室蘭北ロータリーク
ラブ定款・細則は改定となりました。

　　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。

　この度、次次年度会長の西野さんより、次次
年度の幹事として、ご指名を頂きました内池　
秀光です。
早いもので室蘭北ロータリークラブには平成
26年に入会したので、私のロータリー歴も、
もう少しで７年になります。
　もうそろそろロータリアンとしての試練を受
けなければならない時期なのか、昨年度はプロ
グラム委員長を任せられ、今年度はガバナー補
佐幹事を経験させて頂いております。お陰様で
次次年度の幹事職を全うするための経験をさせ
て頂いておりますが…。
　皆さんもご存知の通り、次次年度会長の西野
さんは、あんなに大きな身体をしているのにも
かかわらず、非常に細やかで、行き届いた気配
りの出来る素晴らしいお人柄の持ち主です。そ
んな西野さんから、この度、幹事を指名して頂
き本当に嬉しく光栄な事ですが、その反面、非
常に身の引き締まる思いで一杯です。
　先ずは次年度から副幹事の勉強をさせて頂く
ところから始まりますが、これまでの経験を活
かし、西野次次年度会長を全力でサポートして
参りたいと思っておりますので、皆さんご協力
の程、どうぞ宜しくお願い致します。

前回例会のプログラム 司会　菅原　義男 会長

内池　秀光 会員

「クラブ総会」

次々期幹事指名挨拶

　本日のクラブ総会にて次々年度会長就任のご
承認をいただきました西野でございます。
　室蘭北ロータリークラブには、平成26年11
月に入会し現在丸6年を経過したところ。その
間理事や幹事を経験しましたがまだまだロータ
リアンとしては未熟者故、『会長の重責に耐え
られるのか！？』との思いがあります。
　菅原義男会長が当社へお越しになり『A指名
委員会で西野さんが次々期の会長へ指名されま
した。受けてくれるまで私は何度でも通いま
す』と言われました。何度も来られては困る
なぁと思いその場でお受けいたしました。
　次々年度幹事には内池秀光会員にお願いしま
した。彼は現在第9Grガバナー補佐幹事として
加藤ガバナー補佐と第9Grのまとめ役として奔
走しています。私の見立てでは将来はガバナー
になる器の人物と見込んでおりますますので今
のうちに幹事を経験してもらい次なるステップ
としてもらいたいと思いました。
　さて、次年度室蘭北RCは50周年を迎えます。
私はその次の新しい一年、一歩目の会長として皆
様から頂いた負託に応えていく所存でございます。
　次年度は副会長として勉強させていただくと
ころから始まりますが、健康に留意し務めを果
たしていく覚悟ですので皆様方からもご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い致します。

西野　義人 会員

次々期会長指名挨拶



役　　職

会　　長

直前会長

会　　計

役　　職

副 会 長

幹　　事

S・A・A

名　　前 名　　前

名　　前

委員長 副委員長 担　当　委　員

名　　前 名　　前役　　職

会　　長

幹　　事

クラブ広報

親睦活動

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

委員会名

Ｓ・Ａ・Ａ

会員増強

内　　容

副Ｓ・Ａ・Ａ

選　　考

職業分類

雑　　誌

ロータリー情報

プログラム

出　　席

親睦活動

クラブ会報

職業奉仕委員長

社会奉仕委員長

国際奉仕委員長

青少年奉仕委員長

ロータリー財団

米山記念奨学会

（前会長）

クラブ
広　報

クラブ
管理運営

奉　　仕
プロジェクト

ロータリー
財　　団

監　　査

本間　　信

米塚　　豊

斉藤　　聡
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内池　秀光
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菅原　正明

◎齊藤　俊一
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◎藤井　徹也

工藤　一人
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川本　康裕

菅原　義男

川本　康裕・松島　　茂・中田　孔幸

荒谷　信幸・菅原　悦子・工藤　一人

及川　力・土井　伸・猪俣　英二

松島　茂・笹谷　豊明・佐藤　隆夫・馬場　直志

笹谷　豊明・猪俣　英二・西野　義人
三浦　義隆

西野　義人・工藤　一人・柳谷　純二
山口　雄平・小野寺　浩二・内池　秀光
馬場　直志

菅原　悦子・椛澤　哲也・小野寺　浩二
佐藤　隆夫・柳谷　純二・渡辺　一姿
工藤　一人

猪俣　英二・菅原　悦子・菅原　義男
徳永　賢二
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川本　康裕

１．役　員

室蘭北ロータリークラブ　2021～2022年度　役員・理事

２．理　事（１5名）

３．委員会

（オブザーバー）

◎委員長

◎委員長



第６回　理　事　会
日時：2020年12月1日(火)13：30
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原義男、本間　信、藤井徹也、松田博文、
　　　　川本康裕、菅原正明、猪俣英二、宮本一章、
　　　　椛澤哲也、西野義人、齊藤俊一、米塚　豊、
　　　　太田義則、小野寺浩二、荒谷信幸
【議　　案】
１．12/22（火）親睦委員会クリスマス家族例会
　　コロナ禍の現状を鑑み今年のクリスマス家族例会
は中止、休会とする。

　　例年オークションの益金よりの寄付は、余興予算5
万円を廻す。

　　1/5（火）新年交礼会について
　　クリスマス例会、新年交礼会を中止すると、長期間
休みになる。他クラブにIMの参加をお願いしてい
る以上、夜間例会を何らかの形で開催する。

２．1/12（火）クラブ協議会について
　　各委員会下期活動計画を発表する。
　　3月のクラブフォーラムは中止とする。

３．1/26（火）職業奉仕委員会クラブフォーラムについて
　　地区の委員（白老）に来ていただき開催する。
４．2/6（火）ＩＭについて
　　ガバナー補佐、幹事が第９グループを訪問し、参加
をおねがいする。

　　最終的にやる、やらないはガバナー補佐、幹事、実
行委員長に任せる。

５．下期　会費について
　　下期会費とＩＭの５千円を合わせて請求する。
６．室蘭民報社広告の件について
　　新年号広告　２万２千円
７．その他
　○社会奉仕委員会　フードバンクについて
　　クリスマス例会が中止になり、フードバンクに持っ
ていけなくなった。次回例会で会員に説明、食品を
お願いし集める。年内に届ける。

　○菅原　悦子会員より退会届が提出された。
　　会長、幹事が再度連絡を取り留意を試みる。
　○会員増強委員会　新入会員の紹介
　　田中　健太　様（田中ミート）
　　宮本　朋行　様（大伸電気）
　　会員に周知し異議がなければ了承。

議　事　録

　前回の宮本秀樹会員による卓話「宮本商店の歴史、
そしてセブンイレブンの話し」セブンイレブンにまつ
わる話しで興味深く面白かった。現在「コンビニエン
スストア」その数５万８千、日本国内いたる所に網羅
され、室蘭市内も「セブンイレブン」、「ローソン」、
「ファミリーマート」、北海道発祥「セイコーマート」と
市内一円を点在している。
　コンビニと言えば海洋汚染、地球温暖化などから、
通商産業省通達によりこの7月よりプラスチック製買
い物袋が「有料化」となった。妻から車に「エコバッ
ク」置いておくようにうるさく言われている。でも実際
忘れる方が多い。
　コンビニはちょくちょく利用する。支払いをする際
レジに塾時代の教え子がアルバイトでいて「先生元気
ですか」など声をかけられる。何回か顔を合わせると
同じ行くなら知ってる方がと、そのコンビニ立ち寄る
ことが多い。
　蘭西方面のローソンにかつての塾生が勤め始めた。
中学時代はやんちゃな方で学生講師を捕まえては友
達感覚で話し込んだりして、成績はあまりいい方では
なかったが愛嬌があり憎めない娘だった。札幌の専
門学校を卒業してデパートに勤め、結婚したというと
ころまで人づてに聞いたことがあった。
　レジで「塾長変わっていませんね」と数十年振りに
突然声をかけられたのにはビックリした。他に客がい
ないときなど立ち話しをすることもあって「私バツ一

なの」、離婚して実家に戻り小学生になる娘一人がい
るとのことで、「どこか安定した職業に就きたい」など
と近況を聞かせてくれる。私も「お前、そんなことなら
一層“永久就職”した方がいいじゃないのか」冗談な
ど交わす。
　ある日支払いをするといきなり「このままの私でい
いでしょうか」と言われてビックした。幸いレジの周り
に客はいなかったが、何か思い悩むことがあるのだろ
うか。彼氏でもできて自分に自信もなく年長者の私に
聞いてきたのか。これまでいろいろ親身になって応え
てやったので、「古稀」を過ぎた私に言い寄ってきた
訳でもあるまい。一瞬頭の中をいろいろな思いが錯
綜した。
　怪訝な顔で「どうします」と言ってきた。そして
「テープ張っておきますか」、「あのな、あんたその前
何って言った」、すると「ええ、“このまま渡しでいいで
しょうか”って言いましたけど」、赤らんだ顔がす～と
冷め「有料袋頼むわ」と、何ともかんとも締まらない
話であった。フランチャイズ本部は紛らわしい「顧客
対応マニュアル」など指示すべきでない。
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