
１．地区大会にて下記の会員が表彰されました。
地区大会事務局より永年出席100％会員の
表彰品が届きましたので贈呈致します。

　　　30年　廣瀬　　禎 会員
　　　10年　米塚　　豊 会員
２．国際ロータリー　ロータリー財団管理委員
会より「End Polio Now」感謝状が届きま
したので回覧致します。

３．国際ロータリー旅行指定代理店より
　　2023年メルボルン国際大会のパンフレッ
トが届きました。回覧致します。

４．岸田会員が「パズルdeロータリー」（7月号）
に応募され抽選の結果当選されました。
ロータリーの友事務所より賞品が届きまし
たのでお渡し致します。

日時：11月22日（火）18：00より
場所：アパホテル室蘭
＊開催時間が18：00となっております。
　お間違えのないようにお願い致します。

●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：西野　義人　●幹事：内池　秀光　●編集：クラブ会報委員会（担当/本間　寛菜）

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

和食ランチ（天丼、青菜煮浸し、香の物、
お椀、甘味）

本日のビジター
国際ロータリー第 2800地区
 米沢ＲＣ 直前会長　中村　　浩 様

第240１回（1１月８日）例会記録

宴会料理（和前菜、お造り、真鱈のポワレ
サフランソース、握り寿司四貫、海老マヨ
ネーズココナッツ風味、チキングリルソース
シャスール、烏龍茶ミルクゼリーフルーツ
添え）

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．ロータリーレートの変更のお知らせです。

３．ガバナー事務所より
　　本年度からは、手続要覧の印刷冊子の提供
が廃止され、MyRotaryからのダウンロー
ドのみになります。上記の状況を鑑みて第
2650地区が活用の利便性を考え、地区内ク
ラブ用として一定数を印刷物として用意す
るにあたり、他地区にも有償にてご用意頂
ける旨の連絡がございました。購入希望の
方はお申し込みください。1冊1，000円です。

４．親睦委員長、国際奉仕委員長欠席の為幹事よ
りご報告

　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　１０月の募金額は3，970円です。
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　10月の募金額は6，543円です。前年度繰越
金と合わせて41，187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．Ｒ財団委員会　荒谷信幸委員長より
　　年次寄付金のお願い
２．青少年奉仕委員会　宮本一章委員長より
　　ローターアクト・第50回地区協議会のご案内

［委員会報告］

2022年11月１５日（火）　第240２回　例会

●11月はロータリー財団月間です。

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

卓話「私の紹介」

プログラム委員会

内池　孝年 会員
プログラム委員会

夜間例会「３ＲＣ合同親睦夜間例会」

［会長報告］

会
　
報

※11/29（火）は休会でお休みとなります。

［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

現　在　＄１＝148円
11月のロータリーレート



　今回、クラブ広報委員会担当の勉強会を実施す
る経緯ですが、これまで新入会員向けの勉強会を
実施されておりましたが、コロナ禍による自粛もあ
り実施できずにおりました。そこで卓話の機会を
設けていただき、My Rotaryの登録状況も含めて
紹介します。
〈１〉 My Rotaryの登録促進について
　室蘭北RCの会員数は５１名ですがMy Rotary
の登録数が１８名と低調な状況です。メールアドレ
スがあれば、簡易に登録可能ですので不明な場合
はクラブ広報委員会まで声掛け願います。今年度
の登録目標は６０％超えの３１名ですのでご協力
お願い致します。
〈２〉 新会員オリエンテーション資料について
　2510地区のオリエンテーション資料を元に室蘭
北RC向けに修正したものを紹介します。このよう
なオリエンテーションを実施しているクラブは会
員医事率が高いという結果が出ています。
　先ずはロータリーの目的・基本理念・奉仕・四つ
のテスト・歴史から紹介しますが、この内容は

「ロータリーの友」のP6に紹介しておりますので、
合わせて一読願うとともに、会員の義務である
「ロータリーの友」を購読する事に繋げていきた
いと考えております。
　次に、室蘭北ロータリークラブの歴史と組織及
び例会の流れを記しています。基本的に定款・細則
に準じて運営していることがわかります。出席補
填のメークアップについても積極的に利用して欲
しいです。
　最後に地区の組織と国際ロータリーについて紹
介がありますがこの辺りも含めて次回、炉辺談話
を予定しておりますので、共に理解を深めたいと考
えております。
　この資料を元に新会員が入会後、オリエンテー
ションを実施するような流れで進めていく事が出
来ればと考えております。

前回例会のプログラム

クラブ広報委員会
小野寺浩二会員、菅原正明会員、徳永賢二会員

プログラム委員会

今回は、広報委員会主催の勉強会でした。ロータリーとは何かということやロータリーの目的、ロータ
リアンの義務などの基本的なことを知ることができました。広報委員会にご作成いただいた資料は
ロータリーの基礎知識について整理されており、特に新入会員がロータリーについての知識を深める
のにとても役立つものだと思います。それから、今年はマイロータリーの登録もすすめたいとのお話
がありました。マイロータリーの登録は難しくないと思いますので、メールアドレスを取得されている
方はぜひ登録してみましょう（H.H）。

卓話「クラブ広報委員会勉強会」
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永年出席100％ 30年　　廣瀬　　禎会員 永年出席100％ 10年　　米塚　　豊会員

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

斉藤聡（ゴルフ同好会年間チャンピオンになりました）
西野義人（ゴルフ同好会ラストコンペブービーでした）
小野寺浩二（ゴルフ同好会の総会納会無事終了しました）
内池秀光（先日娘の引っ越しが無事完了しました）
岸田理（お寺の行事ひと段落しました）
松島茂（明日中高等学校の中等部と本室蘭中学校
合唱部が全道優勝しました。また東明中学校が日本
音楽コンクール全道大会で金賞をとり全国大会に
出場されましたので）
米塚豊（10年100％出席いただきました）
廣瀬禎（30年100％出席につき）

結婚記念日　菅原　正明 会員　11月6日

岸田理会員、「パズルdeロータリー」で当選

結婚記念日　荒谷　信幸 会員　11月8日

結婚記念日　藤井　徹也 会員　11月21日

納会室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和4年11月5日（土）　於　室蘭ゴルフクラブ

椛澤　哲也
千葉　大和
工藤　一人
小野寺浩二
徳永　賢二
高岸　満則
米塚　　豊
徳永　悦枝
内池　眞人
斉藤　　聡
西野　義人
斉藤　珠代

優勝

準優勝
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7位

8位

9位

10位
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ニアピン　4H：千葉大和　13H：米塚　豊
ドラコン　7H：内池眞人　15H：工藤一人
順位賞　　優勝、準優勝、3位、7位、BB

地区大会から表彰品

　ロータリーの友７月号「パズル4deロータリー」に
岸田理会員が応募、何と見事当選、ロータリーの友
事務局より賞品が授与されました👏
　これには二つに意味があり、一つ目ロータリアン
必読であるロータリーの友をちゃんと読んでいるこ
と。二つ目積極的に応募,投稿したといこと。皆さん
も出来るだけ友を読むようにしましょう。会社の机
の上に置いていても読みません。読む工夫を！！



日時：2022年11月8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・内池秀光・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
　　　　岸田理（文責）
【協議事項】
協議事項①  親睦活動委員会より
　１）３RC合同親睦夜間例会について
　　※宮本委員長不在につき幹事から
　　11月22日（火）に開催予定。他２クラブに状況を確
認したところ開催には前向きのため。

　　18時スタート。司会はSAA→会長挨拶→各クラブ
紹介→乾杯（濱中G補佐に依頼）→余興はピンポン
パンキャッチ→手に手つないで→締め（次年度ホ
ストの室蘭RC）

　　景品代を５万円計上………………………… 承認
　　開催の是非については行政対応（行動自粛要請な
ど）に準じる

　　座席についてはある程度指定する（会長・幹事一任）
　２）クリスマス家族例会・新年交礼会について
　　クリスマス家族例会は12月20日（火）・新年交礼会
は1月10日（火）に開催予定

　　詳しい内容については親睦活動委員会にて検討い
ただく

協議事項②　クラブ協議会について
　　1月24日（火）に開催。下期活動計画の発表。
協議事項③  職業奉仕委員会クラブフォーラムについて
　　1月31日（火）職業奉仕月間ということでクラブ
フォーラムを開催

　　自分の言葉で職業奉仕を理解し語れるように。ゲ
ストを呼ぶのではなく、クラブないの情報共有を
目的としたフォーラムを開催したい。

　　職場移動例会について、室蘭工業大学を訪ねる方
向で検討している。船水会員からは承認済み。

　　年明け開催を予定しているが、候補日については
プログラム委員会と工大と調整する。

　　食事は学内でも可能なので、食事アリであれば予
約する。

協議事項④  １月の理事会について
　　新年最初の例会（1月10日）が新年交礼会につき、
18時30分から開始なので17時30分から理事会
を開催する。会場は4階楓の間。議題の中心はIMの
確認。

協議事項⑤  その他
　１）下期会費について
　　臨時会費は徴収せず。できれば次年度のためにお
金を残してほしいという声も。

　　そろそろ会費の改定も検討時期か。ホテル使用料
や事務職員の人件費など含めて。

　２）次次年度会長名発表について
　　通例事前に発表だが指定休会日を挟むので11月
15日の例会時に発表する。なお当該会員が欠席の
ため、オンラインにてご挨拶いただく。

　３）幟（のぼり）について
　　幟・ポール・土台の３点セットで44,220円（税別）発
注する………………………………………… 承認

　　献血・交通安全の啓蒙活動・ツーデーマーチ・継続
事業など屋外での活動に活用。

　　管理は事務局にて。
　４）全国ポリオデイについて
　　10月24日にラジオ出演。出演料は第9グループが
負担したが、1クラブ5,500円支出する。

　　前回の理事会にて支出は承認をいただいているの
で、今回は金額の報告。

　５）今後の例会について
　　例会会場を介して感染が広がるようであれば、会
長・幹事の判断で開催の是非を決定 ……… 承認

第5回理事会　議事録


