
１.　真実かどうか。
２.　みんなに公平か。
３.　好意と友情を深めるか。
４.　みんなのためになるかどうか。

四つのテスト
言行は　これに照らしてから

会長報告
＊米山奨学生アリシャヌルシャフィカ・ビン
ティ・アマト・ダランさんに奨学金を支給致
します。
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本日のプログラム

次回献立 個人盛り全7品（オードブル、お刺身3種、
一人鍋、海老のチリソース煮・海老の
オーロラソース炒め、牛肉の赤ワイン煮、
にぎり寿司5貫、ババロアフルーツ添え）

夜間例会「クリスマス家族例会」
次回の予定プログラム

本日のゲスト
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

前回までの例会の報告

第2370回（12月7日）例会記録

本日献立 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） 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

４．ポリオ・プラス募金の報告
　　11月の募金額は18，587円です。前年度繰
越金と合わせて50，098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。
＊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．親睦活動委員会　椛澤委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　11月の募金額は8，020円です。累計31，
197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致します。

２．創立50周年実行委員会　松田博文委員長より
　　本日18：00よりアパホテル室蘭において第
4回正副実行委員会が開催されます。関係者
はお集まりください。

３．創立50周年総務部会　岸田副部会長より
　　委員会開催のお知らせ
　　12/14（火）例会終了後に開催致します。
４．米山記念奨学会　川本委員長より
　　12月号のガバナー月信（Ｐ7）米山記念奨学生

アリシャが紹介されております。回覧致します。

委員会報告

現　在　＄１＝114円
12月のロータリーレート

クラブ管理運営委員会

本間　　信 会長

「各委員会半期活動結果報告」

※12/28（火）はクラブ指定休会です。

2021年12月14日（火）　第2371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



１．クラブ細則第５条・第１条節び第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53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

　　　藤　井　徹　也　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
　　　岸　田　　　理　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　西　野　義　人　会員
　　　委　員　内　池　秀　光　会員
　　　　　　　内　池　眞　人　会員
　　　　　　　及　川　　　力　会員
　　　　　　　川　本　康　裕　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。

６．西野　義人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2022－2023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。

８．西野　義人次期会長より2022－2023年度
理事委員の発表をお願い致します。

９．2023－2024年度　会長、幹事よりご挨拶
　　2023－2024年度会長
　　　藤　井　徹　也　会員　挨拶
　　2023－2024年度幹事
　　　岸　田　　　理　会員　挨拶
10．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。

前回例会のプログラム

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

35名
18名

66.04％

各種記念日

結婚記念日　木村　卓也 会員　12月11日

本間　　信 会長「クラブ総会」

創立記念日　田中　健太 会員　12月1日
創立記念日　土井　　伸 会員　12月13日

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（2023ｰ2024年度会長就任のご承認
ありがとうございます。頑張ります）
岸田理（次々年度幹事頑張ります）
本間信（次々年度会長幹事の総会で承認ありがとう
ございました）
椛澤哲也（なんとなく）
赤崎幸三（クラブ総会につき）
小野寺浩二（来年からゴルフ同好会会長になりました）
黒崎清（誕生記念日・創立記念日として）
小玉忠弘（結婚記念日として）
川本康裕（アリシャさん半年が過ぎました。慣れましたか）

２０２２―２０２３年度

西　野　義　人
藤　井　徹　也
本　間　　　信
内　池　秀　光
斉　藤　　　崇
小　玉　忠　弘
小野寺　浩　二
赤　崎　幸　三
斉　藤　　　聡
宮　本　朋　行
加　藤　栄　吉
太　田　義　則
山　口　雄　平
木　村　卓　也
宮　本　一　章
荒　谷　信　幸
中　田　孔　幸

理　　事



　本日のクラブ総会にて、2023-2024年度会長就
任のご承認を頂きました藤井です。
　2016年1月に室蘭北ロータリークラブへ入会し、
本年末で5年が過ぎようとしております。　　入会
して3年ほどは主に親睦活動委員会を、特に
2017-2018年度、2018-2019年度は2年続けて委
員長を務めさせていただき、その中で諸先輩より
「親睦と奉仕」の概念を、実践を通して教えていた
だきました。
　2020-2021年度は菅原義男会長の下、幹事を務
めさせていただき、加藤会員がガバナー補佐とい
う、室蘭北ロータリークラブに5年に一度めぐって
くる大事な年度の中、親睦以外の沢山の事を学び
ました。更に1年を通して新型コロナウィルスとの
戦いという、室蘭北ロータリークラブ50年の歴史
で初めての難局も経験し、その中で現在我々が抱
えている潜在的、顕在的な問題も垣間見えました。
　幹事は、岸田理会員にお願いしました。　

　会長に就任するのは2023年7月です。その直前
6月25日に還暦を迎えますが、私は人間的にもま
だまだ未熟で、室蘭北ロータリークラブという伝統
あるクラブの会長に相応しいとは到底思えません
が、岸田幹事の寛容な心と奉仕精神を頼りに、誠
心誠意職務を全うしたいと思います。
　皆様今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろし
くお願いいたします。

藤井　徹也 会員
次々期会長指名挨拶

　10月１１日に藤井会員から「次々年度の幹事を
引き受けて欲しいんだけど」という思いがけない
言葉をいただきました。現在入会して5年目ですが、
キャリア的にもロータリーに関する知識的にも、特
に私個人の能力的にも、よりふさわしい人がいる
のではないかという思いがありましたが、これまで
諸先輩からすり込まれた「先輩から頼まれたら返
事はイエスかハイしかない」という教えが「お引き
受け致します」という私の返事に繋がりました。
　前置きが長くなってしまいましたが、改めてお引
き受けした幹事の責務と役割の重さを感じます。
また、成りたくて成れる・やりたくてやれる役職で
はないというところに、身が引き締まる思いもあり
ます。振り返ってみますと、室蘭北ロータリークラ
ブの会員になるについても、自分を推薦して下さっ
た方がいて、入会を承認して下さった方々がいて、
会員として受け入れて下さった方々のおかげで、い
ま会員としての私がいます。そして現在会員として
登録されてる方々も、同じように歴史と伝統・矜恃
に促されてここに居られるわけで、その背景に思い
を致すと、軽々しく入会できて、思っていたのと違
う、つまらない、面白くない、じゃあ辞めてしまえ、
というような集まりではないという事を、今更なが
ら感じます。
　私の勤めの現場において、例えば大切な法要に
は様々な「掛役（かかりやく）」がありますが、直接
言葉にはしませんが、暗黙の了解として「出来ない
人には頼まない」ということがあります。しかしこ
の事は、仮に現在その人に能力が備わっていなく
ても、任されることによって育てられるということ
があります。現在出来なくても、その時には出来る
人になって欲しいという願いが伴います。現在の私

の状況を身勝手に解釈すると、キャリアが不足して
いてもそれを補う熱意はあるか。ロータリーに関す
る知識が足りないならば、足りないことを嘆く以前
に学ぶ努力はしているのか。個人の能力が不足し
ていると感じるならば、それを補って余りある諸先
輩を頼っているのか。今の私に対する問いとして、
次々年度幹事を引き受けるにあたり、このような
解釈を致しております。
　なお、藤井次々期会長にお伝えしたことは、大ま
かには勤め柄休みがちになる時期があることへの
ご理解と、意思の疎通をしっかりとしましょうとい
うことだったと思います。二人三脚でお互いに補完
し合える関係でありたいですし、そもそも自分も楽
しめるロータリークラブであれと思います。そして
幹事の勤めに関しては、現在の50周年という節目
の幹事と、半世紀を超えた新たな一歩である次年
度の幹事の背中を追いながら、そして事務局の方
と連携を保ちつつ「日々学ぶ」ことと「４つのテス
ト」を心に保ち、やれることをやれるだけ、精一杯
勤めたいと思います。皆様方のご指導ご鞭撻のほ
ど、宜しくお願い致します。

岸田　　理 会員
次々期幹事として



米山奨学金支給

第5回理事会
日時：2021年12月7日（火）例会終了後
場所：アパホテル室蘭
出席者：本間　信、西野義人、赤崎幸三、加藤栄吉、
　　　　齊藤俊一、宮本一章、菅原正明、椛澤哲也、
　　　　岸田　理、藤井徹也、宮本秀樹、川本康裕、
　　　　松田博文、内池秀光
【協議事項】
１．12/21（火）親睦活動委員会・クリスマス家族例会、
　　1/4（火）新年交礼会について
クリスマス家族例会→18:30～アパホテル室蘭　
会　　員　￥5,000　家族会員　￥3,000
（配偶者と成人したご家族からは徴収・学生・生徒
を含むお子様は無料）
会費はアクトからは徴収しない（人数の確認必要、
本間寛菜会員はRC会員として参加予定）
オークション景品下期会費より徴収
（＠￥3,000×53人=￥153,000）
余興費￥50,000（余興中止のため景品代にあてる）
オークション売上一部を歳末助け合いに寄付を行う
子供参加者にサンタブーツをプレゼント（アクトは
ナシ）
新年交礼会→余興中止のため余興費予算を景品に
あてる（例年通りアクトの２名と米山からの会費徴
収はナシ）

２．1/18（火）クラブ協議会について
上期会計報告・下期活動計画

３．1/25（火）職業奉仕委員会クラブフォーラムについて
玉井氏をお呼びして実施予定

４．2/6（日）ＩＭについて
別紙参照：
登録料→クラブ負担￥6,000個人負担￥4,000

強く登録参加要請をする→人数次第でバスの要請
を行う

５．下期会費について
下期会費￥85,000、臨時会費￥10,000
創立50周年登録料￥10,000
オークション費用￥3,000
合計￥108,000として請求する
別途周年記念に向けて歴代会長のみ￥10,000を
付加した請求書を作成して請求する

６．1月の理事会について
1/11（火）実施

７．地区補助金について
別紙参照：
通常事前連絡があるのだが、今年は無かったので
報告が遅くなったが8月に入金済だった
入金確認できたので、クリスマス例会にて目録を進
呈する

８．その他
○北海道新聞社より新年号広告掲載について
　掲載料金￥15,000にて掲載する
○ＲＡＣの規定について
　年齢制限については30歳までを35歳までに変更
　地区役員への就任については30歳までの年齢制
　限を設ける
　人道分担金　学生5ドル、社会人8ドル
○事務局備品購入の件について
　プリンタ・テプラ購入承認（別紙見積書参照）
○社会奉仕委員会より年末フードドライブ活動に
　ついて、地域食堂（こども食堂）との連携活動に
　ついて
　別紙参照：
　今年度は社会奉仕委員会単独の活動とする
○4/9（土）アクト50周年開催

議　事　録




