
※1/26（火）は臨時休会となります。

2/2（火）

会長報告
１．澤山豊元会員の訃報について（2019年12

月31日退会）
　　昨年12月13日にご逝去されました。（享年
91歳）心よりご冥福をお祈り申し上げます。

●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

2021年1月19日（火）　第2344回　例会

●1月は職業奉仕月間です。
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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 粗食例会（牛丼、味噌汁、温泉玉子、漬物、
デザート）

内池　秀光 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「新住まいのウチイケスタイル2」
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

48名
1名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

37名
9名

80.85％

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2343回（1月12日）例会記録

本日献立 御弁当

１．本日例会終了後、理事会が開催されます。関
係者はお集まりください。又、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．国際ロータリー日本事務局より
　　レートの変更お知らせが届いております。

＊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。

　　本日の委員会報告は、タイムスケジュールの
都合上、食事を取りながらとさせて頂きま
す。

幹事報告

１．第49回IM実行委員会　西野委員長より
　　ＩＭについて
２．青少年奉仕委員会より
　　ＲＡＣ全研について
３．加藤ガバナー補佐より
　　第49回ＩＭ中止のお知らせ
４．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
　　12月の募金額は8，841円です。前年度繰越
金と合わせて94，473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。

５．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
　　12月の募金額は8，062円です。
６．クラブ広報委員会　菅原正明委員長より
　　ロータリーの友１月号の紹介
　※幹事より　IMが中止となりましたので下記
の請求書を再発行致します。尚、返金方法に
ついては本日の理事会にて協議終了後改め
てご連絡させて頂きます。

委員会報告

現　在　＄１＝10４円
1月のロータリーレート

岸田　　理 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「新年を迎えて～お寺のお正月～」



　例年は２月に卓話の機会をいただき、新年度予
算のあらましをお伝えさせていただきますが、年
明けに機会をいただいたことで、令和３年に明る
い展望を持っていただけるような話しをさせてい
ただきました。
　まずは、新型コロナウイルスの対応を最優先に
取り組む中で、２月下旬以降から始まるワクチン接
種を遅滞なく取り組み、感染拡大防止に努めてい
きます。ワクチンは、医療従事者や高齢者から順
番に接種が始まる予定です。地域経済対策も国か
らの交付金を最大限活用し、切れ目のない対策に
万全を期します。国が「脱炭素社会」を大きく標榜
したことから、室蘭がこれまでに取り組んできた
水素関連産業や洋上風力事業も、時代の流れに
乗って取り組みを進めていきます。東室蘭駅周辺
地区のまちづくりビジョンも公共施設跡地活用の
方針も含めて、皆さんにお示しをしていくことにな
ります。

　令和４年に室蘭は開港150年、市制施行100年
の記念の年を迎えます。そこに照準を合わせ、本
年12月には、環境科学館・図書館が開館、令和４
年には、総合体育館、公設地方卸売市場、祝津埠
頭改良岸壁の完成と目白押しです。
　従って、今年は新型コロナウイルス対策を第一
に取り組みながら、新たな時代の取り組みに向け
た準備の年になりそうです。（抜粋）

前回例会のプログラム

各種記念日

誕生記念日　加藤　栄吉 会員　12月30日

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（明けましておめでとうございます）
川本康裕（今年あと半月よろしくお願いします）
菅原正明（新年あけましておめでとうございます）
宮本秀樹（長男が成人になりました）
内池秀光（娘が成人になりました）
赤崎幸三（今年もよろしくお願い致します）
岸田理（1/10に娘が室蘭で成人式に出席できました）
宮本一章（娘が室蘭で成人式に出席しました）

誕生記念日　川本　康裕 会員　12月31日

スナップ
川本康裕会員　古希のお祝い

室蘭市長　青山　　剛 様
クラブ管理運営委員会

卓話「室蘭の今後の展望」

●プロフィール
　昭和52年生まれ。
　平成14年　室蘭工業大学工学研究科博士前期課程修了
　　　　　 室蘭工業大学助手
　　　　　 日本工学院北海道専門学校　非常勤講師
　平成15年　室蘭市議会議員
　平成23年5月　室蘭市長就任。現在に至る。

誕生記念日　佐藤　隆夫 会員　1月５日

創立記念日　柳谷　純二 会員　12月26日

創立記念日　廣瀬　　禎 会員　1月1日

創立記念日　広瀬　　勲 会員　1月11日

創立記念日　松島　　茂 会員　1月16日
工藤一人会員に米山記念奨学会より感謝状授与



　ＩＭに関しては昨年２月の蓬　殿で室蘭東RC
主催のＩＭが終了し、その翌日から次はうちの番と
なる第４９回ＩＭ、それに向け企画・構成・組織体
制の準備に取り掛かりました。程なくして新型コ
ロナ感染の全国的拡大へと移行しましたが、開催
実現を信じ西野義人実行委員長の元、総務・会
場・親睦各委員会７回に及ぶ委員会を開き、各方
面に渡り詳細な準備体制を引いてまいりました。
　今回のＩＭメインテーマは「人口流出・人口減少
問題――青年層・壮年層・老年層“三世代からの提
言”」と銘打ったパネルデイスカッション、村上俊哉
北海道新聞室蘭支社長（室蘭ＲＣ）をコーデネ―
ターに、それぞれ三世代から男女６名のパネリスト
を招聘し人、口減少・流出何か知恵や手立てはない
ものか、各層どんな捉え方、また発想をもっている
のかなど斬新な意見を提言してもらうよう折衝を
進めてまいりました。パネリストの皆さんもそれな

りの意見と抱負をもっての登場予定でした。
　また親睦委員会においては、参加の皆さんに楽
しんで満喫してもらえるようにとロボットによる
「握り寿司」の模擬店、酒も国内・国外の銘酒を
そろえ、料理もホテル挙げて創意工夫した内容に
と取り組んできました。アトラクションには将来嘱
望さ高い若手ピアニスト及びサキソホーンメン
バーの演奏など、盛り沢山の趣向を凝らしたプロ
グラムを企画・準備しておりました。
　12月登録締め切りを前に内池秀光Ｇ補佐幹事
と各クラブへ参加要請に伺い、「室蘭北さん大変
だよね。頑張って」多くの激励をいただきました。
同情票もあったのでしょう。登録は予想をうわま
わる１３０名を超える登録をいただきました。中止
と相成り、本当に残念至極であります。
　今また感染が更なる段階へと突入し開催中止は
致し方ありませんが。この開催準備にかけてきた
実行委員会の結集力、熱意、企画ノウハウは今後室
蘭北ＲＣの運営に、必ずしや活かされるものと確信
しております。西野実行委員長、各委員会１２名の
正副委員長、そして適切な助言をいただいた三名
の顧問、伴に運営を見守ってくれました菅原会長・
藤井幹事、皆さまにこの場をお借りしまして感謝申
し上げます。本当にありがとうございました。

第７回　理　事　会
日時：2021年1月12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、荒谷信幸、赤崎幸三、小野寺浩二
【議　　案】
１．今後の例会について、運営方法
　　入口においての検温の実施
　　テーブルの配置は口の字型へ変更
　　食事中の会話の禁止
　　発熱の場合は会長、幹事にすぐ連絡
　　オンライン例会、月2回例会も検討すべき
　　感染対策を十分した上で2月以降の例会は理事会
で検討

　　　1月19日例会は開催
　　　1月26日例会は休会
２．上半期会計報告について
　　会計　松田会員より説明
３．1/26(火)職業奉仕フォーラムについて
　　休会　中止
４．2/26(火)国際奉仕フォーラムについて
　　第1部学び愛　世界ポリオデーの紹介

　　第2部助け愛　新型コロナウイリスの各国の取り組
みを世界から

　　ゲスト　コリーリイドさんへのお車代5000円
　　夜間例会を昼例会へ変更の場合、ゲストの都合と
時間の割り振りを検討する

５．2/6(火)ＩＭについて
　　中止
　　　登録料の返金　例会時に会員へ返金
　　　既に発生した経費については予備費より
６．50周年準備委員会について
　　菅原会長　藤井幹事　本間副会長　米塚副幹事
　　西野次次年度会長　内池次次年度幹事
　　　　　　　　　　　　　　　　以上6名に決定
７．その他
　○新会員所属委員会について
　　　出席委員会　宮本会員　田中会員
　○菅原　悦子会員について　12月末で退会
　○澤山　豊元会員への香典の支出について……承認
　○ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会　パート１
オンラインセミナー）

　　　本間次年度会長　米塚次年度幹事　出席
　　　参加費1500円×２人
　○青少年奉仕委員会より、第３３回全国ローターアク
ト研修会について

　　　オンライン開催の会場の設定　未定
　　　アクトの会長幹事の旅費の支出……………承認

議　事　録

２５１０地区第９グループ
ガバナー補佐　加藤　栄吉

ＩＭ中止決定への
　　　　経緯及び思慮
実行委員会発足から１０ヶ月、断腸の思いで…



第４回　クラブ協議会
日時：2021年1月12日（火）18時30分～19時20分
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原義男、本間　信、赤崎幸三、松田博文、
　　　　椛澤哲也、菅原正明、岸田　理、猪俣英二、
　　　　宮本一章、小野寺浩二、西野義人、水野　治、
　　　　工藤一人、宮本秀樹、小玉忠弘、広瀬　勲、
　　　　柳谷純二、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．上期会計報告について（会計：松田博文会員）
　《一般会計》
　　下期会費は37名入金済み。新入会員2名を加え13
名分が今後入金見込み。臨時会費は、IMの中止な
どもあり50万程度の収入源の見込み。その分、各
種登録料が同額程度のマイナスとなっている。

　《特別会計》
　　クリスマス例会の中止などもあり、ニコニコボック
ス収入はかなり少ないが、支出も同じく少ないため、
概ね問題ない。

２．下期活動計画について
［会員増強委員会］（椛澤委員長）

　　3名増の年間計画に対し、2名入会。加えて1名の入
会見込みあり。退会者ゼロの目標は残念だが未達
となった。6月まで更に勧誘を続ける。
［クラブ広報委員会］（菅原正明委員長）
　　年間計画の内、「定款細則」「フェイスブック」
「ロータリーの友紹介」は実施済み。

　　「My Rotary全員登録」は、実施済みのアンケー
トを基に、今後活動していく。

　　勉強会については、新型コロナウィルスの状況を見
ながら実施を検討していく。
［出席委員会］（岸田委員長）
　　上期に準じた活動を継続していく。グループLINE
での発信には、「個人のコロナ対策徹底を盛り込
む」「例会出席は個人の判断に委ねる」というメッ
セージを盛り込む。

［親睦活動委員会］（猪俣委員長）
　　クリスマスに続き、新年交礼会の中止もあり、ニコ
ニコボックスを気持ちよく頂く機会が減っているが、
誕生日のスピーチなども含め、楽しい活動の在り方
を委員全員で検討していく。
［クラブ会報委員会］（徳永委員長）
　　例会内容やクラブ活動内容を的確に発信するため
に活動を行っておりますが、新型コロナウイルスに
よる例会中止、また感染に気を付けての原稿収集、
北海印刷への依頼など通常と違う環境になりまし
たが、当初の基本方針・活動計画通りに委員会メン
バーによる当番制ローテーションで会報を発行でき
るように引き続き活動をして行きます。
［社会奉仕委員会］（宮本一章委員長）
　　悪天候で中止となったカントリーデー以外は順調に
実施済み。4月の献血も計画通り実施の予定。
［国際奉仕委員会］（小野寺委員長）
　　ポリオプラス募金は例会減の状況で苦慮している。
2月のフォーラムは夜間例会から昼例会への変更を
検討しているが、実施の予定。5月に予定している
室工大留学生との登山は、留学生の状況を踏まえ
検討していくが、実施が困難な場合は、代案も含め、
検討していく。
［青少年奉仕委員会］（西野委員長）
　　蘭東少年野球同好会前期リーグ、ジュニアヨット
レース支援は計画通り実施予定。

　　3月14日のRAC全国研修会はオンライン参加も含
め、支援していく。

　［ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員会］（齊
藤俊一委員長）

　　両委員会の寄付については、上期に依頼しすでに
多くの会員から納めていただいていますが、未納の
会員もおられるため、下期例会時に定期的に呼び
かけを行います。

議　事　録




