
・2013年12月5日（木）12:30　遠軽ＲＣ通常例会

・司会：ＳＡＡ 成田 弘明 会員　於：ホテルサンシャイン

 渡辺　政俊　会長

 木村　一則　幹事

委員会報告

会長報告

幹事報告
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第２６６２回 例会記録：

　☆開会点鐘　渡辺 政俊 会長　☆国歌「君が代」　☆Ｒソング「奉仕の理想」  ☆四つのテスト：渡辺　勉　会員

【左側：結婚記念日会員、渡辺会長、右側：誕生日会員】

本日のプログラム
2013年12月12日(木) 12:30

次回のプログラム
2013年12月19日(木) 18:00

　12月になりましたが、遠軽は落ち着いた
天候の日が続いていて雪も少なくうれしい
かぎりです。火曜日は札幌に出かけていま
したが、特に旭川から岩見沢までは真っ白
な真冬の景色で、住んでいる皆さんはもう
何度も除雪をしている様子が伺えました。
　札幌にはH&Mというスウェーデンからき
たファッション店が三越と丸井の近くにオ
ープンして大混雑していました。我々の年
代の洋服はありませんでしたが値段が安く
て三点買っても一万円はかからないので、
おしゃれな若者達には大人気の様でした。
　エルム美容室隣の日通の店舗の解体工事が始ま
っていて跡地は何になるのかはわかりませんが、
見晴らしが良くなるのは良いのですが商店街の空
洞化は歯止めがかからない状況で寂しい限りです
　今日は遠藤会員の卓話です。相当に深いラーメ
ンの話だそうで楽しみです。

 クリスマス家族会

 年次総会

１．理事会の報告
 ・12月の予定
　 12/ 5　会員卓話　遠藤会員
　 12/12　年次総会
　 12/19　クリスマス家族会
　 ※元会員の北電 遠藤所長にも案内出す
   12/26　休会
　 ・『かたつむりの会』がＮＰＯ法人化、活動
　 周知のため会報配布打診あり､了承しました｡
２．1月12日(日)の遠軽町成人式の案内が来てい
　ます。渡辺会長が出席します。
３．向陽園より、今年は大規模リフォーム中の
　ため、クリスマスパーティー招待の中止の連
　絡有り。

◇親睦活動委員会　遠藤　利秀　委員長
・12月の結婚記念日、おめでとうございます。
　上田　稔会員  伊藤太一会員  佐藤直也会員
・12月の誕生日、おめでとうございます。
　石井定男会員　北野義樹会員　黒坂貴行会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　【写真】

◇ＩＭ準備第１回実行委員会報告
　　　　　　　　　 上田　 稔　ＩＭ幹事
（要点のみ）
１．開催日時：2014年5月17日(土)
　　　　場所：ホテルサンシャイン
２．検討事項
イ、登録料は1人6,000円｡当クラブは全員登録、
　個人負担3,000円、3,000円をクラブ負担の予
　定で次回理事会で検討。
　各クラブ登録負担金10,000円
ロ、プログラム内容は講演会に決定。
　講師は後日ガバナー補佐及び総務兼研修委員
　会にて決定
ハ、開催時刻等の設定は次回委員会で決定
ニ、しおりは総務兼研修委員会で担当
ホ、参加者へのお土産は無し
へ、懇親会については次回委員会までに交流(親
　睦)委員会で検討
ト、ＩＭ当日の会員夫人のお手伝いを要請する
チ、案内状の発送は3月中旬
リ、収支予算案について、参加登録者を100名、
　予算総額は、800,000円前後を見込む
３．次回の委員会は2月中旬予定

｡

◇選考委員指名委員会　兼平　哲雄　委員長
　次年度役員・理事の選考委員指名委員会を例会
終了後､開催します。委員は竹内会員､金谷会員、
上田会員、黒坂会員。



　会員卓話
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出席報告

例会日 会員数
出席計算
会 員 数

出席者数
メイク
アップ

出席率 無断欠席

11月28日 35 31 28 90.3%

12月 5日 35 31 23 74.2%

親睦活動委員会　遠藤 利秀 委員長

☆今月会報担当　棚橋　　忠　委員
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出席委員会　竹内 徳治 委員長

☆ 閉 会 点 鐘　渡辺　政俊　会長

本日のプログラム

ラーメン食べ歩き紀行 遠藤 利秀 会員

【チャーシューにもこだわりが・・・】

ＵＲＬ：engaru-rc.com

◆
事
務
局
◆

◆
例
会
場
／
日
◆

遠軽ロータリークラブ　 創立1959年9月12日　認証1959年11月7日

　編集・発行　メディア委員会
　委員長　海　野　　　功
　委　員　石井定男( 7･ 8月)
　　　　　上田　稔( 9･10月)
　　　　　棚橋　忠(11･12月)
　　　　　西　清治( 1･ 2月)
　　　　　東海林勉( 3･ 4月)
 　　 　　中川満之( 5･ 6月)

会　　長　 渡　辺　政　俊

副 会 長　 西　　　清　治

会長ｴﾚｸﾄ　 上　田　　　稔

幹　　事　 木　村　一　則

会　　計　 遠　山　　　博

Ｓ Ａ Ａ　 成　田　弘　明

〒099-0415
北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目
　　遠 軽 商 工 会 議 所 内
Tel 0158-42-5201  Fax 42-5134
E-mail  re1959@engaru-cci.or.jp

北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目
　　ホテル　サンシャイン
Tel 0158-42-1151  Fax 42-1151
毎週木曜日　12:30～13:30
第3木曜日は夜間例会(18:00～19:00)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 累計 286,000円

○結論
  これだけ食べ歩いて出た結論は「結局、ラーメ
ンは個人の好み！」
　どんな行列店でも美味しくないと感じるラーメ
ンがいくつもあった。
　自分が美味しいと思うラーメン店を探すこと。

◎勝手にラーメンランキング
○味噌
１位　麺屋彩未(札幌市豊平区美園)　開業以来10
　　　年以上たっても行列が絶えない本物
２位　吉山商店(札幌市苗穂)
３位　麺屋はる吉(北見市大正)

○醤油
１位　勝丸  屋台から始まったラーメン屋さん。
　　　東京ラーメンの王道
２位　てつや(札幌)
３位　のぶりん(遠軽町安国)　万人受けする優し
　　　いラーメン

○塩
１位　らぁめん道場 黒帯　最高の塩ラーメン
２位　三四郎(千代田区神田)

○その他
１位　斑鳩(東京都九段下)　常に行列のできる店
２位　三日月(旭川)　あの三頭火で修業した店主
３位　中村屋　あぶりチャーシューの考案者

○私はラーメン通でも食通でもない。ただラーメ
ンが好きで食べているだけ。今日の卓話は「私が
どうしてラーメンを食べるようになったのか」、
「どんなラーメンを食べてきたのか」、「私が美
味しいと思っているラーメンについて」少し話を
させていただきます。
○ラーメンを食べるようになった理由
　テレビのラーメン対決番組。ランキング番組。
　数時間待ちの行列⇒美味しいのか？というとこ
ろから始まった。
○いつラーメンを食べるか？
　ラーメンを食べるのは出張の時。ネット、雑誌
で徹底的に下調べ。出張時は・・・１に仕事。２
にラーメン。３にお酒。１回の出張で２食は最低
ノルマ。１店舗で２杯食べることもある。
　並んだ時間は１時間が一番長い。性格はせっか
ちだけどラーメンで並ぶのは全く気にならない。
○今までどれくらいのラーメンを食べたのか？
　どれくらい食べたか？分からない。写真に残っ
ているのが150種類。撮っていないのもかなりあ
るし、気に入ったラーメンは何度も食べているの
で？？？
○どんなラーメンを食べるのか？美味しい店を見
分けるこつは？
　基本は、その店で一押しのラーメン。それ以外
は味噌、―押しを食べた店では次は味噌。
　期間限定メニューはダメ。ファミレスなどでは
人気があるようだがラーメンの期間限定メニュー
はハズレが多い。ラーメンの見た目､店の清潔感､
接客が大切。

佐藤直也会員　結婚記念日　　　　　　　  　5,000円
上田　稔会員　結婚記念日　　　　   　　　 5,000円
伊藤太一会員　結婚記念日　　　　   　　　 5,000円
石井定男会員　誕生日　　　　　　   　　　 5,000円
北野義樹会員　誕生日　　　　　　   　　　 5,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計  25,000円


