
　＊米山奨学金　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 前回までの例会の報告

次々回の予定プログラム

宴会メニュー（冷菜三種、揚物二種、豚ヒ
レ黒胡椒炒め、海鮮チリソース、炒飯、冬瓜
のスープ、杏仁豆腐）

各種記念日

第2388回（7月5日）例会記録

洋食ランチ（ローストポークマスタード
ソース、ビシソワーズ、コーンサラダ、
パン・バター、フルーツゼリー）

１．本日、例会終了後第１回理事会が開催され
ます。関係者はお集まりください。

２．７/１２㈫１８：３０より開催のクラブ協議会
について

　　出席義務者以外に参加ご希望の場合は必ず
幹事にご連絡下さい。

３．国際ロータリー日本事務局より

４．先週欠席された川本会員の出席100％（３８
年）を表彰致します。本間　信前会長より、
記念品をお渡しいたします。

［幹事報告］［幹事報告］

2022年7月12日（火）　第2389回　例会

室蘭北ロータリークラブ
室蘭岳

2022～2023年度　国際ロータリーテーマ

IMAGINE ROTARY
「イマジン　ロータリー」
2022～2023年度 ＲＩ会長　ジェニファー・ジョーンズ

［本日のゲスト］
北海道電力ネットワーク㈱
 室蘭支店長　川原　陽一 様
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

クラブ管理運営委員会
親睦活動委員会

夜間例会「親睦夜間例会」

西野　義人 会長

「各委員会活動計画発表」

［会長報告］［予　告］

誕生記念日　椛澤　哲也 会員　7月8日

会
　
報

結婚記念日　赤崎　幸三 会員　7月6日

結婚記念日　黒崎　　清 会員　7月7日

結婚記念日　小玉　忠弘 会員　7月7日

創立記念日　國田　雅弘 会員　7月1日

創立記念日　川本　康裕 会員　7月2日

川本康裕会員　３８年の出席１００％はNO1、クラブ
最高保持者となります。４０年達成めざしてください。

本日１８：３０より
第１回　クラブ協議会のお知らせ
出席義務者でけでなく、多くの
ご参加お待ちしております。

現　在　＄１＝136円
７月のロータリーレート

※次週7/19（火）はクラブ指定休会でお休みと
　なります。



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

48名
０名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

32名
16名

66.67％

ニコニコＢＯＸ
松田博文（50周年記念式典懇親会無事終わりました）
内池秀光（1年間どうぞ宜しくお願い致します）
本間信（西野製作所野球部親善大会予選一位通過
しました）
猪俣英二（今年度ＳＡＡ担当致します。一年間宜しく
お願い致します）
藤井徹也（西野会長一年間宜しくお願いします）
田中健太（北海道シニアバトミントン大会で40～45
の部で優勝しました）
山口雄平（一年間よろしくお願い致します）
赤崎幸三（西野年度がんばってください）
米塚豊（幹事退任致しました。一年間ありがとうご
ざいました）
菅原義男（西野会長年度スタートです）

西野　義人 会長「新会長挨拶」・「各委員会活動計画発表」

　2022-2023年度室蘭北ロータリークラブ、会
長就任にあたりご挨拶申し上げます。
　昨年度、室蘭北ロータリークラブは創立から50
年が経過しました。今年度は新たな50年先へ踏
み出すその初年度に会長と言う重責を担うこと
となり、身の引き締まる思いです。
　新型コロナウイルス禍における様々な活動へ
の制約はまだしばらく継続するかもしれません
が、50年先の100周年へ向けて新たなる歩みを
会員皆様と共に始めたいと思います。
　今年度室蘭北ロータリークラブとしてのス
ローガンは設定していませんが、今年度の目標と
して、
　１．会員相互の心からの理解を深める。
　２．ロータリークラブの歴史に触れ、
　　　ロータリーを理解する。
　３．例会や各活動を通じ親睦を深めるために、
　　　参加しやすい運営を行う。
　４．例会時におけるフードロス0（ゼロ）を
　　　目指す。
　これから始まる室蘭北ロータリークラブの未来
をより良きものとできますよう皆様のご協力を
お願いいたします。

◆会長就任にあたり

2022-2023年度　　　　　
室蘭北ロータリークラブ　　

会長　西野　義人

　この度、2022～2023年度の幹事を務めさせ
て頂きます内池秀光です。
　1年半前の「次々年度幹事指名」挨拶の中で、
米塚幹事の仕事を見ながら幹事の勉強をしてい
きたい！と、お話させて頂きましたが、この幹事
という仕事、知れば知るほどクラブにとって非常
に重要な役割を担っているということに、つくづ
く思い知らされました。
　このような大役、私のような若輩者に務まる
のかどうか不安で仕方がありませんが引き受け
たからには西野会長からの指導を仰ぎながら自
分の出来る限り精一杯、幹事職を務めさせて頂
きたいと思っております。
　今年度の石丸ガバナーが掲げた2510地区の
テーマは「ロータリーに想いを馳せる」～明日の
ロータリーに夢を込めて～となっておりますが、
これは国際ロータリーのテーマであります「イマ
ジンロータリー」を日本人的な発想で置き換え
たものらしく意味は、自由な発想でそれぞれのク
ラブ活動を考えて下さい。という事みたいです。
　北ロータリークラブは、昨年度50周年を無事
に終えて、今年度から次の半世紀をスタート致し
ました。
　西野会長は今までの歴代会員の皆様方が築
き上げて来られた北ロータリークラブの良き文
化は残しつつ、今の時代には合わなくなった考え
方やルール等は積極的に変えていきたい！と、
おっしゃっております。
　まずはその第一歩として、例会でのフードロス
を無くしていきたいと考えております。
　毎回、来るかどうか分からない会員の皆様の為
に食事を用意して沢山余しているのが現状となっ
ておりますが、フードロス問題に積極的に取り組
んでいるクラブがフードロスを大量に出している
というのは本末転倒なのではないでしょうか。
　昨今、関心が高まっておりますSDGｓや環境
保全の観点からも当クラブが先頭に立って取り
組むべき問題だと思いますので、例会の出欠確
認が、どうしても取れない会員の食事に関しまし
ては用意しない旨の、御理解とご了承の程、どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。
　次の新しい半世紀をスタートする節目の年と
して、西野年度から北ロータリークラブが変わっ
たと言われるような、そんなクラブ運営を心掛け
ていきたいと思っておりますので皆さん１年間、
どうぞ宜しくお願い致します。

◆幹事就任挨拶

2022-2023年度　　　　　
室蘭北ロータリークラブ　　

幹事　内池　秀光



SAA
猪俣　英二委員長

会員増強委員会
小玉　忠弘委員長

クラブ広報委員会
小野寺　浩二委員長

プログラム委員会
赤崎　幸三委員長

日時：2022年7月5日（火）13：30～
場所：アパホテル室蘭　4階　楓の間
出席者：西野義人・藤井徹也・本間　信・内池秀光
　　　　斉藤　崇・猪俣英二・小野寺浩二・小玉忠弘
　　　　赤崎幸三・斉藤　聡・太田義則・山口雄平
　　　　宮本一章・荒谷信幸・中田孔幸
　　　　岸田　理(文責)
【協議事項】
協議事項①　予算・プログラム・委員会構成について
《予算について》※配布資料参照　主に変更点を確認
・臨時会費は今年度、徴収しない予定でいる。
・RI負担金が円安の関係で予算に変更が生じる可能
性あり。
・登録料について地区大会は80％・IMは100％の出
席率で算出。
・［審議］粗食例会の目的が見出せない状況につき廃
止したい………………………………………承認
・［審議］印刷費が１Pあたり4,400円から4,840円
に値上げ ……………………………………承認
・繰出金は今年度廃止。
・特別会計繰入金は今年度廃止。
・特別寄附金繰入金（泉波基金）の扱いについて何か
に活用できないか。
・特別寄附金繰入金の通帳は残しておくように。
・基金が退会者の置き土産置き場（寄付金）にならな
いように。

・特別寄附金繰入金（泉波基金）は歴代会長会議で
諮っていただき扱いを検討していただく。
・事務局の備品（ICTに対応できる電子機器）の購入
などに充てられないか。
・記念事業費の剰余金は積立金に振り分ける。
・50周年記念継続事業委員会の予算、350,000円を
計上。今後の事業に対応できるように。
・予算について…………承認　活動計画書に掲載
《プログラムについて》
・前半の卓話には会員の方々にお願いしている。
・8/2小玉、8/23大和田、8/30室蘭市長、9/27セコ
ム、11/15内池孝年、11/29浜飯、1/24千葉、3/14
中央自動車学校校長。その他予定者は後日別紙で
確認
・9/17家族移動例会なのでどこかの例会日が変更
になる …………………………………次回確認
・9/13中田会員に知利別川の清掃事業について卓
話をお願いしたい。
・４月の第１例会は献血例会だが理事会はこの日で
いいのか？ ……………………………次回審議

《委員会構成について》
・前年度５名抜けたのでそちらを反映。
・出席について新会員を含めていただければありが
たい。→人員不足の際は副会長・副幹事も手伝う
・各委員会の増員については後日でも可能。
協議事項②　7/12（火）クラブ協議会について
・ガバナー公式訪問に向けての審議を行う。
・入会年数の若い人（３年以内）を中心にご理解をい

第１回理事会　議事録

西野年度にかける思い込めて！
　西野会長から任命されました委員長による本年の「各委員会活動計画」が発表されました。
　各々委員長は持ち前の独自性を遺憾なく発揮した発表となり、本年にかける情熱や思いが会員に届い
た発表となりました。時間の関係上、全委員会の発表とはいきませんでしたが次回に持ち越しになりま
した残りの委員会の活動計画も楽しみなところです。

◆各委員会活動計画発表

出席委員会
斎藤　聡委員長

クラブ会報委員会
加藤　栄吉委員長

職業奉仕委員会
山口　雄平委員長

５０周年継続事業委員会
中田　孔幸委員長

ただく場にしたい。
・ガバナー訪問例会時間が18：30から開始に変更し
ている。
・［審議］出席義務者以外の会員参加も認めるか？
…………………………………………………承認

協議事項③　7/26（火）親睦夜間例会・9/17（土）親睦
家族移動例会　※配布資料参照
・7/26親睦夜間例会を開催。…………………承認
・内容や予算については親睦活動委員会に一任。予
算等提出資料 ………………………………承認
・米山奨学生は招待、RACは３役まで参加。
・9/17親睦家族移動例会を開催。→日程は後日確認
・同日にゴルフ同好会。
・会場は後日検討。ダンぱら・お元気広場・キメラ第
２工場。
・7/12の親睦活動委員会にて検討。
協議事項④  9/6（火）ガバナー公式訪問について
　※配布資料参照
・9/6開催のガバナー公式訪問については協議会ご
とに内容を詰めていく。

協議事項⑤  室蘭民報社より、「第76回むろらん港まつ
り特集号」広告ご出稿のお願いの件
・17,000円に消費税。［審議］例年通り掲載する
…………………………………………………承認

協議事項⑥　その他
《新会員の入会について》
《引き継ぎ会員の入会金についての確認》
・猪村裕美氏（アパホテル室蘭支配人）紹介者米塚　
（引き継ぎ会員）入会金10,000円
・松木高雪氏（製鉄記念病院理事長）紹介者本間信　
（引き継ぎ会員）入会金10，000円
・川原陽一氏（北海道電力ネットワーク）→他のクラ
ブ（浦河RC）に属していた元会員、入会金免除

《退会会員からの寄付報告》
・内池真人元会員から10万円のご寄付を頂戴して

おります。
・特別寄附金口座(通称・泉波基金)に入金。
《会員増強セミナーについて》
・7/16江別市で開催。
・参加者は西野会長と小玉会員増強委員会委員長。
・［審議］出席者（2名分）の登録料（1クラブ6,000
円）と交通費をクラブから支出
　（2名分6,310円＝12,620円） ……………承認
《室蘭市開港150年・市制施行100年記念式典について》
・文化センターにて開催。西野会長出席。
《印刷物の料金改定について》
・審議事項①で確認済み
《粗食例会について》
・審議事項①で確認済み
《国際奉仕地区補助金事業の件について》
・8/20締切。水事業か図書事業かでこれまで申請し
ていた。
・今年度は環境教育分野ゴミ分別に申請（50,000
円）……………………………………………承認
その他・補足
・7/22会長幹事会が開催（室蘭プリンスホテル）会
費5,000円　2名参加　クラブから支出
・［審議］新入会員3名の入会 …………………承認
・［審議］50周年の継続事業委員会の人員について
フットワークの軽い人を増員してほしい。 承認
・記念事業について、活動内容によっては予算通り
にならないこともあることをご理解ください。
・［審議］クラブ広報から、規定審議会の資料が更新
されたので、反映させたものを活動計画書に組み
込んで配布したい。…………………………承認
・クラブの活動において収益が出る活動はアリなん
だろうか？→収益金の使い方が問題になるのでは。
・あがった収益を奉仕活動に使用するのはありでは
ないか？
・状況によっては納税の必要が出るのでは。
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…………………………………………………承認

協議事項③　7/26（火）親睦夜間例会・9/17（土）親睦
家族移動例会　※配布資料参照
・7/26親睦夜間例会を開催。…………………承認
・内容や予算については親睦活動委員会に一任。予
算等提出資料 ………………………………承認
・米山奨学生は招待、RACは３役まで参加。
・9/17親睦家族移動例会を開催。→日程は後日確認
・同日にゴルフ同好会。
・会場は後日検討。ダンぱら・お元気広場・キメラ第
２工場。
・7/12の親睦活動委員会にて検討。
協議事項④  9/6（火）ガバナー公式訪問について
　※配布資料参照
・9/6開催のガバナー公式訪問については協議会ご
とに内容を詰めていく。

協議事項⑤  室蘭民報社より、「第76回むろらん港まつ
り特集号」広告ご出稿のお願いの件
・17,000円に消費税。［審議］例年通り掲載する
…………………………………………………承認

協議事項⑥　その他
《新会員の入会について》
《引き継ぎ会員の入会金についての確認》
・猪村裕美氏（アパホテル室蘭支配人）紹介者米塚　
（引き継ぎ会員）入会金10,000円
・松木高雪氏（製鉄記念病院理事長）紹介者本間信　
（引き継ぎ会員）入会金10，000円
・川原陽一氏（北海道電力ネットワーク）→他のクラ
ブ（浦河RC）に属していた元会員、入会金免除

《退会会員からの寄付報告》
・内池真人元会員から10万円のご寄付を頂戴して

おります。
・特別寄附金口座(通称・泉波基金)に入金。
《会員増強セミナーについて》
・7/16江別市で開催。
・参加者は西野会長と小玉会員増強委員会委員長。
・［審議］出席者（2名分）の登録料（1クラブ6,000
円）と交通費をクラブから支出
　（2名分6,310円＝12,620円） ……………承認
《室蘭市開港150年・市制施行100年記念式典について》
・文化センターにて開催。西野会長出席。
《印刷物の料金改定について》
・審議事項①で確認済み
《粗食例会について》
・審議事項①で確認済み
《国際奉仕地区補助金事業の件について》
・8/20締切。水事業か図書事業かでこれまで申請し
ていた。
・今年度は環境教育分野ゴミ分別に申請（50,000
円）……………………………………………承認
その他・補足
・7/22会長幹事会が開催（室蘭プリンスホテル）会
費5,000円　2名参加　クラブから支出
・［審議］新入会員3名の入会 …………………承認
・［審議］50周年の継続事業委員会の人員について
フットワークの軽い人を増員してほしい。 承認
・記念事業について、活動内容によっては予算通り
にならないこともあることをご理解ください。
・［審議］クラブ広報から、規定審議会の資料が更新
されたので、反映させたものを活動計画書に組み
込んで配布したい。…………………………承認
・クラブの活動において収益が出る活動はアリなん
だろうか？→収益金の使い方が問題になるのでは。
・あがった収益を奉仕活動に使用するのはありでは
ないか？
・状況によっては納税の必要が出るのでは。




