
会長報告
１．先般のA指名委員会において
　　2023－2024年度会長に藤井徹也会員が
指名されましたのでご報告いたします。尚、
12/7（火）に開催されますクラブ総会にお
いて、承認を得たいと思います。

●例会場　アパホテル室蘭
●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

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：本間　　信　●幹事：米塚　　豊　●編集：クラブ管理運営委員会

本日のプログラム

次回献立 粗食メニュー（ハヤシライス、オニオン
スープ、コールスロー、デザート）

「各委員会半期活動結果報告」
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

53名
０名
53名

出席者数
欠席者数
出席率

42名
11名

79.25％

各種記念日

本日のゲスト
国際ロータリー第2510地区
　ガバナー　　大日向豊吉 様（函館五稜郭RC）
ガバナー補佐　鈴木　啓一 様（伊達RC）
　地区幹事　　小林　大輔 様（函館五稜郭RC）
ガバナー補佐幹事　望月　孝一 様（伊達RC）
米山記念奨学生
アリシャ・ヌルシャフィカ・ビンティ・アマト・ダラン 様
室蘭北ローターアクトクラブ

会長　小椋　圭修 様

前回までの例会の報告

第2369回（11月30日）例会記録

本日献立 洋食ランチ（サーモンとチーズのサラダ、
チキントマトソース、クリームスープ、パン、
デザート）

＊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。
お近くの募金箱に寄付をお願い致します。

幹事報告

１．創立50周年実行委員会　松田博文委員長
より

　　開催日の変更について
　　3/27から4/3に変更いたしました。

委員会報告

誕生記念日　本間　寛菜 会員　11月24日

本間　　信 会長

本間　　信 会長

「クラブ総会」

※例会終了後、定例理事会を開催致します。

2021年12月7日（火）　第2370回　例会

●12月は疾病予防と治療月間です。

室蘭北ロータリークラブ会報

室蘭岳

2021～2022年度　国際ロータリーテーマ

Serve To Change Lives
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
　　　　2021～2022年度 ＲＩ会長 シェカール・メータSERVE TOCHANGE LIVES

創立50周年記念スローガン

結婚記念日　笹谷　豊明 会員　11月27日
創立記念日　猪俣　英二 会員　11月28日 ニコニコＢＯＸ

大日向豊吉ガバナー・鈴木啓一ガバナー補佐
（ガバナー公式訪問にあたり）
本間信・米塚豊（ガバナー公式訪問無事終了しました）
川本康裕（ガバナー公式訪問無事終了しました。
大日向ガバナーありがとうございます。）
木村卓也（おひさしぶりです）
工藤一人（ひさしぶりでした）
柳谷純二（9/20結婚記念日につき）
塚田智憲（8/10創立記念日につき）
西城明（10/7結婚記念日・10/1創立記念日につき）
椛澤哲也・藤井徹也・赤崎幸三（ガバナー公式訪問につき）
松田博文（50周年の日程が変更になりました。
3/27より4/3です。よろしくお願いします）



　お世話になります。函館五稜郭ロータリークラ
ブ会員大日向豊吉でございます。
　時節柄、何かとお忙しい中、又、未だコロナ感染
に不安を覚える最中、ロータリー奉仕活動のため、
日々ご尽力されておりますことに会員各位に心か
ら有り難く、厚く感謝と御礼を申し上げます。
　既に皆様もご案内のとおり、シェカール・メータ
RI会長はテーマについて『奉仕しよう　皆の人生
を豊かにするために』と発表されました。「奉仕す
るときは、誰かの人生だけではなく、自分の人生
も豊かになります。」と、講演の中で話されており
ます。
　私の地区方針は『世界に奉仕を　地域には感謝
を』「不忘感謝先人偉業」と致しました。（「先人
の遺業」をご先祖様と解釈することに意味があり
ます。）
　皆様におかれましては、今迄も・これからもロー
タリークラブをはじめ、職業を通じて地域に・世界
に様々な奉仕活動をされていくことと思います。
　皆様におたずね致したいと思います。
　皆様は、様々な奉仕活動をされてきて「自分の
人生が豊かになりました。」と、気づいている方は
おられますか？
　皆様は「ロータリークラブに入会して良かっ
た。」と思っておりますか？
　もう一点お尋ねしたいと思います。
　皆様は「後継者育成について」考えたことがあ
りますか？
　先ほどもお話致しましたように、シェカール・
メータRI会長は講演の中で「奉仕するときは、誰
かの人生だけではなく、自分の人生も豊かになり
ます。」と、話されております。

　豊かさを実感されている方もおりました。また、
多くの皆さんが「ロータリークラブに入会して良
かった。」と思っております。
　倒産寸前の会社を再生した「四つのテスト」
「ロータリーの中核的価値観」「最も良く奉仕す
る者　最も多く報われる」。
　これ等ロータリーの名言等は、現在地域が、世
界が、新型コロナで疲弊し、先の見えない不安の
最中にいる私たちロータリアンに『希望という救
いの光』。一縷の輝きを抱かせてくれていると思
います。
　如何でしょうか皆さん。これ等の名言は、ロータ
リー用語としてのみ理解するだけではなく、自己の
イノベーション・会社や地域、目の前にある現実に
当てはめ、考え、行動をして頂きたいと思います。
　会員増強と言われ、現状からは無理難題ですと、
多くのロータリアンは答えるでしょう。
　正直言って、無理難題を解決できるのが私たち
ロータリアンだと思うのです。
　一人の力は小さいけれど、多くの力を合わせる
と、動かぬ山でさえ動かすことが出来るのです。
　現在をとりまく環境に甘んじることなくあきら
めることなく、地域社会の活性化に向け、私たち
ロータリアンが動きましょう!!
　大いに議論致しましょう!!
　ロータリーの価値は、中期・長期的に考えるヒン
トを与えてくれるでしょう。
　普段何気なく見ていた雑木林は明日ワイン用ブ
ドウ畑に変身するかもしれません。温泉は入浴す
るだけではなく知恵の出し方により化粧品やミネ
ラルウォーターになるかもしれません。近くにあ
る修理工場はいつの間にか外国人が働き中古車

前回例会のプログラム

16：00
17：00
18：00

会長・幹事会
クラブ協議会
夜間例会

RI第2510地区　2021～2022年度　　
ガバナー　大日向豊吉 様

ガバナー公式訪問

クラブ訪問挨拶



「よねやま豆知識」 その①

を解体して、使用できる部品は海外に輸出をして
いるそうです。農産物（除外品）も考えようでは生
薬等に生まれ変わることが出来ます。
　その貴重な話し合いの結果を、各グループ3分
程度にまとめ、地区大会においてガバナー補佐の
皆様に発表していただきました。

　私はロータリーについて入会の折、推薦者から
ご教示頂いたことは、例会100％出席義務と『四
つのテストだけしっかり覚えなさい。』でした。
ロータリーについてはそれ以外のことは知りませ
ん。とんでもないガバナーでありますが宜しくお
願い致します。

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
　ロータリー米山奨学事業とは、全国のロータリア
ンからの寄付金を財源として、日本で学ぶ私費外国
人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業
です。将来、日本と世界とを結ぶ「架け橋」となって
国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者と
なる人材を育成すことが事業の使命です。
　その歴史は50年以上前にさかのぼります。平和を
愛し、青少年に手をさしのべた“日本ロータリーの
父”米山梅吉氏の遺徳を記念する事業として、1952
年東京ロータリークラブは、海外からの留学生を支
援する国際奨学事業を始めました。やがてそれは、
日本全国のロータリークラブの共同事業として発展
し、1967年に文部省（現・文部科学省）を主務官庁と
する、 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会が設
立されました。
　財団設立から54年が経ち、50年有余年の歴史を
持ち、世界に類を見ない日本ロータリー独自の多地
区合同奉仕活動となっています。

【米山記念奨学会の特色】
　一番の特色は、その規模です。米山奨学生の採
用数は年間800人。（2012年度は700人に縮減）
世界規模で展開しているロータリー財団国際親
善奨学生の年間採用数と同じです。これだけの
外国人留学生を支援している奨学団体は、事業
規模、採用数とも日本国内では民間最大です。こ
れまでに支援した奨学生は累計で22,267人超
えでその出身国は、世界129の国と地域に及び
ます。（2021年7月現在）米山学友（元米山奨学
生）は、日本初のアフリカ人学長、韓国駐在大使
やスリランカ警察長長官、韓国、台湾、のガバ
ナーに就任した人など世界で活躍してます。

米山記念奨学会委員会



第4回クラブ協議会
日時：2021年11月30日（火）17:00
場所：アパホテル室蘭
出席者：本間　信、西野義人、米塚　豊、加藤栄吉、
　　　　椛澤哲也、斉藤　聡、齊藤俊一、菅原正明、
　　　　宮本一章、藤井徹也、岸田　理、宮本秀樹、
　　　　松田博文、田中健太、本間寛菜、川本康裕、
　　　　菅原義男、赤崎幸三、猪俣英二、内池秀光
　○開会宣言　　　　　幹事　米塚　　豊
　○会長挨拶　　　　　会長　本間　　信
　○ガバナー補佐よりガバナー紹介
　　　　　　　ガバナー補佐　鈴木　啓一 様
　○地区ガバナー挨拶
　　　　　　　　　ガバナー　大日向豊吉  様
　○協議会司会進行　　会長　本間　　信

【協議事項】
〇SAA委員長（加藤栄吉）
⇒会場監督として例会場を設営し気品と風紀を守る
よう管理する。

〇会員増強委員会（猪俣英二）
⇒女性会員候補者に積極的に声掛けを行う。
〇クラブ広報委員会（斎藤聡）
⇒室蘭北ロータリークラブのフェイスブックの運営
を行っていく。

クラブ管理運営委員会
〇出席委員会（斎藤俊一）
⇒感染対策に注意しながら例会座席配置への誘導を
行う

〇プログラム委員会（菅原正明）
⇒創立50周年に向けて「室蘭北ロータリークラブの
歴史」の卓話を行う。

〇親睦活動委員会　委員長代理（田中健太）
⇒楽しく元気なクラブになるように１年間頑張って
参ります。

〇クラブ会報委員会（宮本一章）
⇒例会での原稿収集や内容編集は委員が責任を自覚
するために当番制。

奉仕プロジェクト委員会
〇職業奉仕委員会　委員長代理（藤井徹也）
⇒「ロータリアンの行動規範」への理解を深める為、
毎月の例会で読み上げを行う

〇国際奉仕委員会（藤井徹也）
⇒室工大の学生達との室蘭岳の登山を、何とか調整
を図りながら実施したい

〇社会奉仕委員会（岸田理）
⇒室蘭市社会福祉協議会と連携しフードドライブ活
動を行う。

〇青少年奉仕委員会（宮本秀樹）
⇒青少年との親睦と奉仕活動に参加し若者達の手助
けを行う。

○ロータリー財団・米山記念奨学委員会（川本康裕）
⇒この活動を会員の皆様に理解して頂くことを目指
す。

〇創立50周年記念実行委員会（松田博文）
⇒来年の1月か２月位には形も大分固まってきてい
る予定。

○ガバナーへの質疑
田中健太　仕事が忙しくて、なかなか自分の時間を
作ることが出来なくロータリーにも参加することが
難しい状況です。大日向ガバナーの有意義な時間の
作り方を教えて下さい。
ガバナー　自分の１日のプログラムを１時間半から
２時間位を1つの時間割として１日の計画を立てて
行動する。
本間寛菜　ロータアクトとロータリーの両方に入会
しております。ロータアクトの後輩たちにロータリー
の魅力をどのように伝えたらよいか教えて下さい。
ガバナー　ロータアクトの話を聞いていると活力を
頂けている。と実感している。

○講評　ガバナー　大日向　豊吉　様
　ロータリーは首を突っ込めば突っ込むほど人のた
めに頑張ろうと思うようになる。ロータリーは慈善事
業団体ではありませんが、やはり世のため人のため
に職業奉仕そして色々な方々に手を差し伸べてあげ
る。特に青少年の育成に手を差し伸べてあげるとい
う事が大事。「ロータリーは自分の人間修養の道場で
ある」という事に気が付けば、皆さんが行っている奉
仕活動自体が自分自身を高潔性に導いてくれる。
ロータリーの中核的価値観を自分のものに出来るよ
うに、これからも頑張って頂きたいと思っております。

議　事　録

『ロータリーの友』12月号より

2021-22年度国際ロータリー（RI）
　　　　　　　会長　シェカール・メータ

クラブ広報委員会（雑誌）

★12月は疾病予防と治療月間です。
　今月は、ぜひ疾病の予防と闘いに重点を
置いてクラブに何ができるか考えてみてくだ
さい。
　より多くの人々に変化をもたらすために、
今こそクラブと地区はこれまで以上に大規
模で大胆なアプローチを採用すべきです。
目標達成に向けて現状を再確認しましょう。
数か月で終わるのではなく何年にもわたっ
て変化し続けるような戦略を立てましょう。
　誰もが健康で長生きする権利があります。
みんなの人生を豊かにするために奉仕をす
れば、今日のあなたの行いが他の誰かが長
生きをすることにつながるのです。




