
１．食事の件について
　　8/16（火）の食事はお持ち帰り弁当です。
２．新入会員川原陽一様の入会式を行います。
（別掲）

　＊アリシャ・ヌルシャフィカ・ビンティ・アマト・
ダランさんに米山奨学金を支給いたします。

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
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本日のプログラム 前回までの例会の報告

次回の予定プログラム

洋食ランチ（ハンバーグ、人参クリームスー
プ、グリーンサラダ、アイスクリーム、パン、
バター）

第2391回（8月2日）例会記録

和食ランチ（烏賊刺し、茄子オランダ、冷や
し茶碗蒸し、香の物、白飯、味噌汁、甘味）

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。

２．次週の例会はクラブ指定休会となっており
ます。お間違えのないよう宜しくお願い致
します。又、8/9～14迄事務局のお盆休みと
なります。8/15（月）より通常業務となりま
すので宜しくお願い致します。

３．国際奉仕委員会木村卓也委員長がお休みの
ため代理でポリオ・プラス募金の報告

　　７月の募金額は6,034円です。前年度繰越
金と合わせて17，898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。

［幹事報告］［幹事報告］

１．2021ー2022年度決算報告
　　2021－2022年度会計　赤崎幸三会員より
２．親睦活動委員会　宮本朋行委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　7月の募金額は7,397円です。引き続きよろ
しくお願い致します。

３．クラブ広報委員会　小野寺浩二委員長より
　　定款・細則変更について

［委員会報告］

2022年8月16日（火）　第2392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

大和田　敦基 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「職業紹介について」

室蘭セーリング協会　　　　
理事　福田　慎之介 様

プログラム委員会

卓話「セーリング競技について」

［会長報告］

※18：30よりクラブ協議会を開催致します。

会
　
報

［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



前回例会のプログラム

●プロフィール
　昭和42年1月21日、釧路市生まれ
　令和３年４月１日、北海道電力ネットワーク㈱
　　　本店配電部スマートメーター管理センター所長
　令和４年６月１６日　同社　室蘭支店長
　平成27年～平成28年　浦河ＲＣ所属
●趣　　味　食べ歩き、旅行、将棋
●家族構成　妻、長女
●推薦者　　西野　義人 会長

新会員 川原　陽一さん

山口　雄平 会員
プログラム委員会

卓話「室蘭市100周年だョ！全員集合」

【室蘭市 開港150年・市制施行100年 記念動画】
2022年に室蘭市は開港150年、市制施行100年を迎え
ました。
記念動画を弊社で作らせていただきましたので、みなさ
んにご紹介させていただきました。
室蘭の歴史、自然や港の魅力、未来に向けてのメッセージ。
ポジティブではない出来事も多くありますが、それでも私たちは明るい未来を見据えて、進んでいきます。
そんな想いも込めました。

【室蘭北ロータリークラブ 創立50周年 記念動画】
　2022年同様に、室蘭北ロータリークラブは創立50周
年を迎えました。
　式典時に上映した内容に、当日の様子を追加した記
念動画の完成版を披露いたしました。
　メンバーの熱いメッセージ、昔から楽しく、一生懸命
活動している様子は、今後の私たち、そしてこれから加
わるメンバーに、ひとつのメッセージとして伝われば幸
いです。
【まとめ】
　素敵な人たちに出会うことができ、美しい街に住ん
でいるということが改めて実感できて本当に光栄な機
会をいただきました。

今週の卓話、北ロータリークラブ
の歴史を凝縮した動画で見せて
いただき、私も含め新しい会員に
とって大変貴重な映像で楽しま
せていただきました。 
また室蘭市市制１００年施行の
映像では、室蘭がより一層好き
になりました。 
このようなクリエイティブな才能
を持った山口会員が我々メン
バーの一員であること頼もしく
思いました。ますますの活躍を楽
しみにしています。（A・S記）

新入会員入会式



　内池孝年会員の経営するホットライフ（株）は白
鳥台を本部に、高齢者介護施設「こころ」、カレー
ショップ「コロンボ」、野菜販売「ベジタブルタカ
タ」と幅広い事業経営を行っていて、社長としてそ
の一線で手腕を発揮しています。
カレーショップ「コロンボ」は築地町を皮切りに白
鳥台展望台、そして大型ショッピングセンター「モ
ルエ」と展開し、オリジナルのスパイシーを効かせ
たその味は、若者たちを中心に支持され大流行り
店となっています。ベジタブルショップは白鳥台の
スーパーが撤退した際、買い物難民救済に陥り行
政からの要請を受け決断を下したもの。その事業
どれもが市民のための、市民のニーズに応えたも
のであり、将来若き経営者として成長、発展する可
能性を秘めています。
　私生活は奥さんと中学３年になる息子さんの三
人家族。受験を控えた難しい年ごろ、仕事傍ら父
親業に余念なく励んでいます。趣味といえばサウ
ナですが、ただの銭湯通いといったものと違い、
全道各地の名のあるサウナを探索して歩くほどの
“サウナ通”です。いずれ創意工夫した独特なサ
ウナを開設するかもしれません。

　ロータリーは仲の良かった私（田中健太）や宮
本朋行君が入会し気持ちが動いた時、椛澤哲也先
輩のプッシュによって入会を決断しました。ちなみ
に幹事の内池秀光会員は従妹にあたります。まだ
入会間もなくロータリーをよく分かってなく、早く
他の会員と親交を深めロータリアンとして、経営
者として、人間として研鑽を深めていきたいと言っ
ています。今年は会報委員の一人として内容ある
会報創りに努めます。
　内池孝年会員を皮切りに室蘭北RCの期待すべ
き若きホープをシリーズで紹介していきます。乞う
ご期待！！

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
０名
51名

出席者数
欠席者数
出席率

31名
20名

60.78％

各種記念日 ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（会社でキャンプをしました。独り寝は
さびしかったです）
本間信（通院が少し落ち着きました）
荒谷信幸（喜寿のお祝いにつき）
内池秀光（今月もよろしくお願いします）
西野義人（新年度1ヶ月が無事経過しました）
赤崎幸三（日曜日妻・長女・三女と家族ゴルフでした）

誕生記念日　菅原　義男 会員　8月7日

誕生記念日　荒谷　信幸 会員　8月9日

誕生記念日　猪俣　英二 会員　8月9日

結婚記念日　小野寺浩二 会員　8月7日

結婚記念日　渡部　一姿 会員　8月8日

結婚記念日　宮本　朋行 会員　8月10日

創立記念日　徳永　賢二 会員　8月1日

創立記念日　米塚　　豊 会員　8月1日

創立記念日　塚田　智憲 会員　8月10日

（２０２1年入会）

内池　孝年 会員
第1回

市民のニーズに応えるべく新規事業に意欲を燃やす
若き経営者として



日時：2022年8月2日（火）13：20～
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・赤崎幸三
　　　　斉藤　聡・宮本朋行・太田義則・山口雄平
　　　　宮本一章・岸田　理（文責）
【協議事項】
協議事項①　8/16（火）クラブ協議会について
・7月開催のクラブ協議会同様、クラブの中の理解を深
めることを目的とする。
・9月6日開催予定のガバナー公式訪問についての検
討を行う。
・自由な意見を述べていただきロータリーを知ってい
ただく。
・入会3年未満の会員と各委員長が出席義務者。各委員
長で欠席の場合は必ず代理出席をたてる。
協議事項②　9/6（火）ガバナー公式訪問について
・会長幹事会→クラブ協議会→例会の流れで行う。(来
訪者数・宿泊の有無などの回答がまだ無い)
・例会は通常例会の形式で開催。(お酒は出ない)　ガ
バナーに最後に講評をいただく。前年度同様。
・例年シナリオを作って若手からガバナーに質問をし
ていただいているが、今回は逆にガバナーから当ク
ラブに質問を投げかけてもらえないかをガバナーと
相談する。
・事前の8月30日に濱中ガバナー補佐が当クラブの例
会に来られる。
協議事項③　親睦委員会より、３RC親睦合同例会と
　　　　　　親睦家族移動例会について
・家族移動例会は９月１７日（土）に焚き火を囲み食事
したり、焼き芋を焼いたりして親睦を深めたい。
・コロナの感染状況によっては同席の家族を限定、あ
るいは会員のみの参加とする。
・会場はキメラ第２工場（藤井会員）で行い、場合によっ
てはテントなどの設営も可能。
・日程が、ゴルフ同好会と同日になる、時間や内容その
準備等については親睦・出席委員会で検討する。
・家族移動例会に米山奨学生はお声がけをしない。後
日、例年お声掛けしていると確認。⇒招待する。
・３RC合同例会については主催クラブとなった、新た
な発想でアトラクションなどを行いたい。
・例年9月開催だが、今のところ11月頃を予定。予算計
上していないので予備費から支出する………承認
協議事項④　社会奉仕委員会より、カントリーデー・
　　　　　　知利別川清掃・ツーデーマーチについて
・カントリーデーと知利別川清掃については50周年継
続事業と連動する。日程をどう合わせるか。
・カントリーデーとツーデーマーチはおそらく同日開
催。ただ、どう関わるかは決まっていない。
・近年、当クラブの知利別川清掃事業にカントリー
デー（ボーイスカウト）が活動場所として参加すると
いうのが現状なので、50周年継続事業の日程ありき
で開催日を選定してもいいのでは？
・ツーデーマーチ、広告費・食材を提供しているので、
例年20，000円ほど拠出している。
・ツーデーマーチに関してコロナ禍前の2019年同様
の支援を行う……………………………………承認
・参加者についてはコロナ禍につき絞っている。参加

者の呼びかけは積極的に行っていない。
協議事項⑤　地区大会について
・10月14日　会長・幹事会、10月15日　本会議、16日
　ユースフォーラムの３日間で開催。
・オンラインでの出席義務者が入会３年未満の会員は
当クラブに10名いる。会場参加の出席義務者と合わ
せて全ての登録料・交通費・宿泊費はクラブ負担にし
たいと思う。……………………………………承認
・クラブ紹介に代わり６０秒以内の動画を作成して提
出する。動画作成を山口会員にお願いする
……………………………………………………承認
・地区大会に限らないが、札幌までの交通費の基点を
今後「特急北斗」を基準にして考えたい。……承認
協議事項⑥　創立50周年継続事業委員会構成について
　　　　　　※配布資料参照
・委員に５名追加…………………………………承認
協議事項⑦　今後のコロナ感染症への対応について
・例会開催の是非については臨機応変に行うため、そ
の決定について会長と幹事に一任する。……承認
協議事項⑧　その他
《RLIセミナーについて》
・9月11日に副会長と副幹事が参加予定。全４回。登録
料はクラブ負担。………………………………承認

《新会員の所属委員会について》
・新会員は出席委員会と親睦委員会を掛け持ちで勤め
ていただく。……………………………………承認

《事務局のパソコンについて》
・予算として組んでいないので、購入費は特別寄附金
から拠出したい。………………………………承認
・例会のオンライン開催を見越して機材の購入も特別
寄附金からの拠出を検討。

《米山記念奨学会より、世話クラブ補助金について》
・使途は例会参加時の食事代（１２回分）、地区や当クラ
ブ内の行事参加費用、ロータリーの友などの冊子や
資料の購入費、コロナ禍による休会の際に手渡しで
きない奨学金の振込手数料など。
・クラブに25，000円、カウンセラーの川本会員に20，
000円、例年通りの支給を行う。………………承認

《8/9（火）50周年継続事業委員会について》
・昼食代の補助については一般会計からではなく50周
年継続事業委員会の予算から支出する。……承認

《その他》
・9月13日のゲストが札幌から来られる。車代は市内
の方は5，000円ですが、札幌からなのでJR旅費を基
準に交通費を支出する。次回理事会が当日なので本
日決を採る。……………………………………承認
・遠方（札幌など）から来られるゲストには別途支出す
るものを決めてしまった方が良いのでは。
・卓話者の資料を提示して欲しい（どんな人でどんな
ことをしている人なのかなど）
・計画書にはお車代は5，000円と規定されているので
あれば、それを変えるにはまた手順を踏まなければ
ならない。
・一般の方に対しては謝礼と交通費について、特に関
係性を考慮して検討した方が良いのでは。
・クラブ広報から、委員会メンバーの退会後の補充が
なされておらず、Facebookの更新や今後の勉強会
開催にあたり人員不足につき、クラブ広報委員会に
て人選し補充したい。…………………………承認

議事録担当／岸田理副幹事

第２回理事会　議事録




