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2019年11月12日（火）　第2302回　例会

●11月はロータリー財団月間です。
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2019～2020年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY CONNECTS THE WORLD
　　「ロータリーは世界をつなぐ」
　　　　2019～2020年度 ＲＩ会長　マーク・ダニエル・マローニー

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

第2301回（11月5日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和食ランチ（二色うな丼、味噌汁）

次回献立予定

室蘭中央自動車学園　指導課　課長
技能検定員　上林　政司 様

クラブ管理運営委員会

卓話「高齢ドライバー事故の実態
　　　　　　　　　煽り運転の対策」

次回の予定プログラム

市立室蘭総合病院　薬剤部　
薬剤師　赤崎　未希  様

（室蘭北ローターアクトクラブ会長）
クラブ管理運営委員会

卓話「意外と身近？な薬剤師」

会長報告
１．本日 18：00 より「ロータリーを知る」を
開催致します。参加者の方は宜しくお願い
致します。

　＊米山記念奨学生ショウ・カンメイさんに奨
学金を支給致します。

１．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。

　＊ポリオプラス募金、1人100円とワンコイン
ニコニコBOXのご協力を、お願い致します。

　　受付に設置してます。

幹事報告

１．国際奉仕委員会　椛澤委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　10月の募金額は11,651円です。前年度繰
越金と合わせて130,283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。

２．親睦活動委員会　工藤委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　10月の募金額は9,874円です。累計
35,223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。

３．船水会員より
　　グローバル奨学生重井真琴さんの月例報告
について（別掲）

４．出席委員会より
　　7月～9月までの出席報告

委員会報告

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

50名
3名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

38名
11名

77.55％

各種記念日

誕生記念日　土井　　伸 会員　11月1日

ニコニコＢＯＸ

赤崎幸三（ロータリーコンペ50.52からのクラシック44.41でした）
水野治（ゴルフ同好会納会コンペで優勝しました！！Ｖ）
本間信（ゴルフ同好会今年度納会無事終了致しました。
来年度は廣瀬会員となります）
内池秀光（電気代をauから北電さんに変更しました。
エアコンがあれば電気代が安くなるので皆さんもどうですか）
徳永賢二（お久しぶりです）
猪俣英二（先週社会奉仕委員会クラブフォーラム無事終わりました）
渡部一姿（ヒグマを見つけましたが札幌のハンターに横取りされました。がっかり）
椛澤哲也（ゴルフ同好会年間優勝でした）
黒崎清（10/15誕生記念日）
川本康裕（先日岩見沢市で北海道交流会が開催されました。大変有意義でした。
先日地区ローターアクトの第一エリアの会議が宇都宮で開催）
松島茂（10/28誕生記念日（喜寿））
工藤一人（10/8誕生記念日、9/10結婚記念日。忙しくて久々でした）

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

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。



RAC INFORMATION

ロータリー財団とは
・ロータリー財団は1917年に６代目会長アーチ・
クランフ氏の提唱で「基金」としてスタートし、
1928年の国際大会で「ロータリー財団」と名付
けられました。
・ロータリー財団は「非営利法人」で、博愛、慈善、
人道的かつ教育目的をもつ効果的なプロジェ
クトに対して補助金を支給しています。
・『ロータリー財団の使命』
　ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支
援を高め、貧困を救済すること。その活動を通
じて世界理解、親善、平和を達成できるよう
にすること。
　『ロータリー財団の標語』
　世界でよいことをしよう！
　（Doing　good  in  the  world）
・ロータリアンがする財団への寄付は「年次寄付」

といって50％が国際財団活動資金（WF）とし
て、後の50％は「地区財団活動資金」（DDF）と
して使用される。1000ドルを上回ると「ポール
ハリスフェロー」の認証がつく。さらに上回ると
マルチ（M）の称号がつく。

米山記念奨学会とは
　“日本のロータリーの父”と言われる米山梅吉氏
の遺徳を記念し、1952年（昭和27）東京ロータ
リークラブが日本で学ぶ外国人留学生を支援す
る国際奨学事業としてスタートした。
・「ロータリー財団奨学」は学費や生活費など保
障するが、「米山記念奨学」は私費留学生の費用
の一部を補助する趣旨となっている。世界のす
べての国や地域から日本に留学している学生
が対象となっている。年間の奨学生採用数は約
900人、事業費は14憶、国内では民間最大の奨
学事業となっている。
・個人寄付は30,000円を超えると「準米山功労
者」、100,000円を超えると「第１回米山功労
者」、以降10万円ごとに「第２回～」～「米山功労
者メジャードナー」の称号がつく。

《会員の皆様へ》
　来年６月ロータリー年度末までに「R財団年次
寄付」最低100ドル（10,800円）、及び「米山奨
学会寄付」最低10,000円の納入をお願い申し
上げます。

第18回北海道ローターアクト交流会

前回例会のプログラム

ロータリー財団委員会・　
米山記念奨学委員会　
委員長　加藤　栄吉
クラブ管理運営委員会

卓話「ロータリー財団・米山記念
　　　　　　　奨学会の理解を…」

室蘭北ローターアクトクラブ　幹事　小椋　圭秀

　10月26日と27日の二日間で開催された北海道交流会に
室蘭RACから幹事の小椋と伊林が参加しました。今回の交流
会のホストは地区であったため、二次会の運営を室蘭北に任
され、初めて運営側としてイベントに参加することとなりま
したが、他クラブの助言を受けて無事終えることができまし
た。また、室蘭北ロータリークラブの川本様と藤井様に大変お
世話になりました。今回の交流会での経験を今後の室蘭での
活動に活かしたいと思います。



　この２か月で１つの講義が完結し、先日試験を
終えました。今回の報告も３項目（１）スウェーデ
ンでの生活（２）SLUの講義（３）ロータリークラブ
との交流に分けて近況を報告致します。

（１）スウェーデンでの生活
　９月末からSFI (Swedish For Immigrants)と
いう制度のもと、スウェーデン語の学校に通い始
めました。SFIとはその名が示すように、スウェー
デンの個人番号を持つ一年以上の長期滞在者が
無料でスウェーデン語を習うことができる機会で
す。学生の場合、ウプサラ大学でもスウェーデン語
を習える講義は開講されており、講義日程と都合
が合えば基礎レベルはそこで学ぶこともできる
のですが、日中の時間は他の講義があることも多
いため、スウェーデン語を習得したい場合はSFI
の夕方コースを受講する人が多いです。基本的に
週２日、現在は月曜日と水曜日の17時半から20
時までウプサラ市街に位置する教室で、授業を受
けています。AからDまであるコースレベルのう
ち、大学卒業程度の教育背景をもつ人は、Cレベル
から始まり１年から２年かけてDレベルまでを終
えてNational final testに合格しSFIを卒業する、
という形が多いそうです。英語同様、スウェーデン
語学習にも終わりはないとは思うのですが、ひと
まず２年間でSLUとは別にSFIも卒業することが
目標になりそうです。

（２）SLUの講義
　今月で９月から受けていた“Soil physics -Soil 
water processes in agroecosystems-”の講
義が終了しました。10月はグループワークを中心
に、論文討議や、STELLAでのモデリングを用い
たミニプロジェクトに取り組みました。私たちの
グループは Rain water harvesting に関するプ
ロジェクトでした。想定地域はヨルダン、ザルカ市
内のある地域で、雨水を利用した耕作に関して、降
水量と家畜・家庭用水、灌漑用水との受給バラン
ス等をモデル上で検討、発表しました。
　この２か月間はグループワークや発表の機会も
多かったのですが、良いメンバーに恵まれ、充実し
た日々でした。11月からは“Environmental 
geochemistry”の講義が始まります。同じ修士プ
ログラムの学生以外はほとんどのクラスメイトが
入れ替わり、新たな顔ぶれになるということが新
鮮ですが、次のコースも良い講師陣による密度の
濃い講義だと聞くので楽しみにしています。
（3）ロータリークラブとの交流
　10月6日に、Uppsala-Aros Rotary Clubの
Bengt-Erikさんのお宅で夕食をご馳走になりまし
た。Bengt-Erikさんのご家族と旧友であり長年ス
ウェーデンで中学校教員をされていた宇野幹雄さ
んという日本人の方も一緒でした。改めて私が学ん
でいることやなぜスウェーデンに来たのかを話す
一方で、スウェーデン語の良い実践の機会にもな
り、とても良い時間を過ごさせていただきました。

ロータリー月例報告　Vol.2
　重井　真琴　　　留学先：スウェーデン農業科学大学（SLU）



第５回理事会　議事録
日時：2019年11月5日（火）13時35分～14時10分
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、菅原義男、菅原正明、斉藤崇、
　　　　徳永賢二、宮本一章、内池秀光、工藤一人、
　　　　猪俣英二、椛澤哲也、廣瀬禎、加藤栄吉、
　　　　小野寺浩二（議事記載）
【協議事項】
１．親睦活動委員会・クリスマス例会と新年交礼会他
について
○クリスマス例会：2019年12月24日（火）18：30から
◆オークション予算として3,000円を全会員から
徴収する。
◆会費は会員5,000円、会員家族は高校生以上
3,000円とする。
◆米山奨学生は招待する。
◆ロータリーアクト3名まで招待とし、4名以上は
会費3,000円とする。
◆例会時にローターアクトがビールを販売予定と
する。
◆余興費は50,000円とし、歌手にきていただく。
◆オークション売上総額クイズの対象者は会員の
みとする。

○新年交礼会：2020年1月7日（火）18：30から
◆詳細は12月理事会で諮る。
○麻雀大会：2019年11月26日（火）18：00から
◆会費3,000円とし、20,000円予算から捻出する。
○しめ飾り講習会：2019年12月7日（土）18：00から
◆会費3,000円とし、1,000円／人予算から捻出
する。
◆講師は菅原正明会員とし、会員家族の参加も可
能とする。

２．１月の理事会について
　第１週は新年交礼会のため第２週の１/14（火）
通常例会終了後に日程変更する。

３．11/16（土）～11/17（日）新会員合宿セミナー
のクラブ負担について
　参加者1名のクラブ負担は5,000円とする。
　　※個人負担10,000円
４．青少年奉仕委員会よりRAC出金の件他について
　予算から50,000円を出金し、出納状況を事務局
に連絡する。
　札幌幌南RAC創立45周年記念式典は電報を送る。
　第32回全国RA研修会（愛知）への参加は検討中
である。

５．地区国際奉仕・VTT委員会から事業決定と事業費
振り込みに関して（報告）
　事後報告となるが、例年通り50,000円を支出した。
６．その他
○地区大会のバス代について
◆バス代金及び食事代金が決まったので後日、利
用者に事務局から請求する。

○米山学友（北海道）総会懇親会について：12月1日
（日）札幌
◆奨学生は欠席するが米塚会員が出席する場合、
費用負担する。

○令和元年台風19号義捐金のお願い
◆次回例会（11月12日）時に、1000円／人の寄付
をお願いする。

○2020-2021年度地区補助金管理セミナーについ
て：11月30日（土）札幌
◆菅原次期会長・藤井次期幹事が出席。交通費、登
録料を支出する。

○「鐵の人～室蘭の製鉄業の祖　井上角五郎の反省
～」後援依頼
◆室蘭・室蘭東と足並みを揃える。

議　事　録

室蘭北ＲＣゴルフ同好会納会コンペ

令和元年11月2日（土）　於　室蘭ゴルフクラブ

水野　　治
工藤　一人
斉藤　　聡
本間　　信
椛澤　哲也

優勝

準優勝

3位

4位

5位

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

44

43

58

57

49

50

46

48

52

53

94

89

106

109

102

24.0 

13.2 

30.0 

32.4 

25.2 

70.0 

75.8 

76.0 

76.6 

76.8 

ドラコン7H
ニアピン6H、ドラコン15H
ニアピン16H

内池　眞人
米塚　　豊
斉藤　　崇
赤崎　幸三
小野寺浩二
赤崎　未希

6位

7位

8位

9位

ＢＢ

ＢM

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

52

52

52

50

51

65

53

51

50

52

48

57

105

103

102

102

99

122

27.6 

24.0 

22.8 

22.8 

19.2 

39.6 

77.4 

79.0 

79.2 

79.2 

79.8 

82.4 

ニアピン4H、ニアピン13H


