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本日のゲスト
室蘭海上保安部 部長　近藤　寿克 様
 管理課　総務係　干場　勘嗣 様
米山記念奨学生 ショウ・カンメイ 様

2018年11月13日（火）　第2256回　例会

●１１月はロータリー財団月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：菅原　正明　●幹事：小野寺浩二　●編集：クラブ管理運営委員会

2018～2019年度　国際ロータリーテーマ

BE THE INSPIRATION
　　「インスピレーションになろう」
　　　　　2018～2019年度 ＲＩ会長　バリー・ラシン

室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム 前回例会の報告

次回の予定プログラム

第2255回（11月6日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和食ランチ（二色丼、味噌汁）

次週献立予定

日鉄住金セメント株式会社　　　　
代表取締役社長　吉村　康嗣 様

クラブ管理運営委員会

国際ロータリー第2510地区　　　　　　　　
2014-2015年度ガバナー　　　

第１ゾーンロータリー財団　　　　　　　　　
地域コーディネーター補佐　　　

羽部　大仁 様
（札幌幌南ＲＣ）

クラブ管理運営委員会

卓話「QC活動活性化の意義と期待」

卓話「様々な問題を抱えるロータリー」

土井会員が古希を迎えられました。

会長報告
１．元会員の上田恵子さんが 11/2 にご逝去さ
れました。心よりご冥福をお祈り申し上げ
ます。尚、ご葬儀はご家族のみで執り行わ
れました。

　＊米山奨学生ショウ・カンメイさんに奨学金を
支給いたします。

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．地区ＲＡＣ広報委員会より、9/1に開催さ
れた第46回地区協議会の報告書が届きま
したので回覧いたします。

　＊ポリオプラス募金一人100円ととワンコイン
ニコニコBOXのご協力をお願い致します。

幹事報告

１．R財団委員会　米塚委員長より
　　11 月はＲ財団月間となっております。1 人
年間100$以上をお願い致します。

２．国際奉仕委員会　徳永委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　10 月の募金額は 10,972 円です。前年度
繰越金と合わせまして 162,575 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。

３．親睦活動委員会　藤井委員長より
　　10 月のワンコインニコニコＢＯＸ募金額は
6,320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。

委員会報告

各種記念日

誕生記念日　土井　　伸 会員　11月1日

結婚記念日　菅原　正明 会員　11月6日

結婚記念日　荒谷　信幸 会員　11月8日

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

47名
2名
45名

出席者数
欠席者数
出席率

33名
13名
％

志水様

いつもお世話になっております。
念のため修正版をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　　　　北海印刷/菊池

笹谷様
いつもお世話になっております。
校正をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　北海印刷/菊池

恐れ入ります。６月のメニューをお願い致します。



　本日はお招きいただきありがとうございます。
海上保安庁について紹介させてください。
１．組織・体制
　国土交通省の外局で、第二次大戦後の海上の安
全と治安の確保のため、昭和23年5月発足。当時
は機雷掃海も任務。今年は創設70周年の節目の年。
全国を11のブロックに分けて管轄。今年度の定員
は13,994人、予算は2,112億円。
２．守備範囲
　日本の法律が及ぶところは了解2海里の内側
（津軽海峡等国際海峡は3海里）。領海12海里の
外側12海里が接続水域で、密輸入や密入国、伝染
病等に関する法令の違反の防止または処罰ができ
る海域。その外側200海里が排他的経済水域で、
天然資源の探査、開発保存及び管理、人工島、施
設及び構築物の設置、建設、運用および利用、海洋
環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査に
関する主権的権利・管轄権を有する海域。各々の
海域によって行使できる権限は異なり、また船舶
の種類（一般船舶、政府船、軍艦）でも対応が異な
る。因みに1海里は1,852m。
３．海上保安庁の主な業務
　治安の確保（密輸、密航、密漁、テロ対策、海賊
対策等）、海難救助、環境保全、海洋調査、海図の
作成、灯台の維持管理、船舶交通管理など多種多
様な業務を実施。先般の胆振東部地震に於いても
ヘリコプターによる孤立者捜索を実施。
４．海上保安官への道
　海上保安庁はその職務が特殊なため、養成する
教育機関を有しています。広島県呉市にある海上
保安大学（4年課程）と京都府舞鶴市にある海上保

安学校（2年課程、1年課程）。いずれも国家公務員
として採用されて入学。学費等はなしで全寮制。制
服も貸与。
５．最近の海上保安庁
　領海警備が最重要課題となっている。尖閣諸島
周辺海域における中国公船の領海侵入、外国海洋
調査船による調査活動、日本海における北朝鮮漁
船の違法操業の急増等、わが国周辺海域の情勢は
厳しさを増す中、国際法や国内法に基づき、冷静
に日本の主権を守っております。

前回例会のプログラム

第７回室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

平成30年11月3日（土） 於 

高岸　満則
廣瀬　　禎
椛澤　哲也
赤崎　幸三
工藤　一人
木村　卓也
小野寺浩二
米塚　　豊
本間　　信
瀬戸　行雄
塚田　智憲
上口喜代志
國田　雅弘
赤崎　未希
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●プロフィール
昭和37年茨城県土浦市生まれ。
昭和61年海上保安大学校卒業、全国の海上保安部に勤務。
平成13年、松山海上保安部警備救難課長
平成17年、海上保安庁交通部安全課航行指導室専門官
平成20年、関空㈱運用本部セキュリティ部担当部長
平成24年、苫小牧海上保安署長・苫小牧港長
平成28年、海上保安庁交通部航行安全課交通管理室長
平成29年より現職。

ニコニコＢＯＸ

西野義人（11/7より愛知県で開催されるメッセ名古
屋2018に出展します）
藤井徹也（隅田川で屋形船に乗ってきました）
小野寺浩二（ゴルフ同好会納会終了しました）
赤崎幸三（ゴルフ納会無事終了）
國田雅弘（11/3同好会納会コンペＢＢ賞、大波賞頂きました）
岸田理（久しぶりの出席です）
山口雄平（誕生記念日につき）
西尾静枝（同好会皆勤賞頂きました）
土井伸（古希にあたり）
松田博文（誕生記念日につき）

DC15H、NP4H、BG
NP13H
NP6H
DC7H、NP16H
小波
NP
DC、NP×２

当月

大波
大波

室蘭海上保安部　　　　
部長　近藤　寿克 様
クラブ管理運営委員会

卓話「海上保安庁について」

年間優勝 椛澤　哲也
皆勤賞 西尾　静枝　　本間　　信 
年間BB 徳永　悦枝　　高岸　満則　　小野寺　浩二
年間BM 赤崎　未希　　廣瀬　　禎



RAC INFORMATION



第５回理事会　議事録
日　時：平成 30年11月 6日（火）13：40～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原正明、赤崎幸三、小野寺浩二、松田博文、
　　　　加藤栄吉、山口雄平、藤井徹也、本間　信、
　　　　齊藤俊一、川本康裕、徳永賢二、米塚　豊、
　　　　西野義人（議事記載）
【協議事項】
１．親睦活動委員会
　　クリスマス家族例会及び新年交礼会について
⇒クリスマスは12/18(火)、新年会は1/8(火)に開
催。予算は概ね例年通り。余興内容は調整済。ク
リスマス例会にはローターアクト数名を招待。
………………………………………………（承認）

２．北海道胆振東部地震義捐金の件について
⇒例会時に寄付をお願いする。……………（承認）

３．11/23（金）リース講習会について
⇒会長から会員及び家族向けのクリスマス用の
リース作りの講習を行いたい。…………（承認）

４．地区国際奉仕申請事業　クラブ負担金について
⇒10/26、負担金5,000円を送金した。……（報告）

５．地区補助金について

⇒蘭東少年野球同好会の優勝旗新装に活用した。
………………………………………………（報告）

６．1月の理事会について
⇒1月の第一例会は新年交礼会のため、翌週1/15
の例会終了後に開催する。………………（承認）

７．その他
○第９グループ以外の地域から来る卓話ゲストに
ついてＪＲ指定席往復料金を参考に旅費として準
備し、ロータリアン以外の方には別途謝礼も準備
する。
⇒内規案を作成し次回理事会で諮る。……（承認）
○ポリオのサポートグッズとしてポケットティッ
シュ１００個を地区から頂いた。
⇒活用方法は一般の方への啓蒙活動で使用する。
○出席委員会より上期の出席率上位者表彰（3名）
について、1月例会時に行う予定で記念品の準備
を行う。……………………………………（承認）
○札幌幌南ＲＣより11/30（金）の夜間例会「国際親
善交流会」について
⇒米山奨学生の参加はない。
○退会会員の慶弔基準について
⇒当クラブとしての方針を検討するため「退会三
年未満で理事会の承認得た場合のみとする」内
規案を作成し次回理事会で諮る。………（承認）

議　事　録

今週のロータリー用語

クラブ広報委員会

●ロータリアン（Rotarian）
　ロータリー・クラブの会員。
●ロータリー（Rotary）
　全てのクラブとロータリアンを含む連合体として
の国際ロータリーと、組織の理想や原理を示す名称。
●ロータリー家族（the family of Rotary）
　ロータリアンの配偶者、物故会員の配偶者、ロータ
リアンの子供、孫、その他の親戚、ロータリー財団
学友、研究グループ交換メンバー、ロータリー青少
年交換学生、ローターアクター、インターアクター、
RYLA参加者、インナー・ホイールおよびそのほかの

配偶者グループ、世界ネットワーク活動グループ。
●ロータリーの徽章（Rotary emblem）
　国際ロータリーの象徴。6本の輻と24の輪歯と楔
穴を備えた歯車から成る。色はロイヤルブルーと金
色で、ロータリアンが襟ピンとして誇りを持って着用
するものである。
●ロータリー章典（Rotary Code of Policies）
　RI理事会の一般的および永続的な方針の全てが
含まれた文書。章典は、各理事会会合と規程審議会
の後に更新され、RI組織規定文書を補足する。




