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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

前回までの例会の報告

第2318回（6月2日）例会記録

室蘭岳

本日献立 御弁当

次回献立予定

山口　雄平 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「実践！オンラインミーティング
新しい生活様式にトライ！ －パート2－」

赤崎　幸三 会長

「現・次期委員長連絡会議」
次回の予定プログラム

現　在　＄１＝108円
２月のロータリーレート

１．本日例会終了後、第10回理事会が開催され
ます。関係者はお集まりください。又、午後
6：30より哲屋にて第11回理事会がござい
ます。関係者はお集まりください。

　　次週、6/9（火）クラブ指定休会の為休会と
なっております。お間違えのないようよろ
しくお願い致します。

２．ロータリーの友事務所より
　　新型コロナウイルス対策と友事務所対応の
件について

　　表題の件につき、首都圏４都県と北海道も
緊急事態宣言が解除されましたが、友事務
所は基本的に在宅勤務を中心に、緊急対応
策を継続しています。現在のところ6/30
までと考えています。今後の状況を判断し
つつ、期間を変更する場合のあることをご
了承ください。以下の点をご理解いただき、
ご支援賜りますようお願い申し上げます。

　　①『友』配布に関して
　　５・６月合併号の配布が変更となり、７月
号に関しても編集・製作工程の関係から、
毎月１日を目途に配布することを目指して
おりますが、残念ながら７月第１～２週の
お届けとなる可能性のあることをお知らせ
します。ご不便おかけし申し訳ありません。

３．米山梅吉記念館より、館報が届いておりま
す。回覧いたします。

４．国際ロータリー日本事務局より

　　

５．フェイスシールドの件
　　実施されております。※1,000枚注文
　＊本日の例会・食事についての説明（次週も
同じスタイルで行います）

　＊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。

幹事報告

会長報告
１．ロータリー米山記念奨学会より
　　加藤栄吉会員に感謝状が届きましたのでお
渡しいたします。

２．椛澤会員のご母堂　椛澤富江様が5月31日
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、ご葬儀日程は

　　　通夜：6/2（火）午後6：00より
　　　※新型コロナウイルス感染防止の為、　
　　16：00～17：00迄ご焼香台を式場

　　　　入口に設けます。
　　　葬儀：6/3（水）午前9：00より
　　　出棺：6/3（水）午前10：00
　　　場所：室蘭市民斎場　雲上閣メモリアル
　　　喪主：椛澤進一殿
３．元会員（2012-2013年度幹事）瀬戸行雄さん

が6月1日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、ご葬儀日程は

　　　通　夜：6/3（水）19：00～
　　　告別式：6/4（木）10：00～
　　　式　場：中央霊堂
　　　　　札幌市中央区南6条西9丁目1023-1
　　　　　電話：011-511-4242
　　　喪　主：瀬戸一枝殿

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

35名
13名

72.92％

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。



１．親睦活動委員会より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　３月の募金額は2,950円です。
２．国際奉仕委員会より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　4/28に162,000円（$1,500）をロータリー
日本財団へ寄付いたしました。引き続きポ
リオ・プラス募金の協力を宜しくお願い致
します。

３．ゴルフ同好会より
　　6/13、第２回ゴルフコンペ開催します。場所
は室蘭ゴルフクラブです。

４．出席委員会より
　　出席率の集計は各委員にＦＡＸにて報告。

委員会報告

米山記念奨学会からの感謝を加藤会員へ

及川会員に卒寿の記念品贈呈

笹谷会員に傘寿の記念品贈呈

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（サンルートでの例会再開本当にうれしいです）
赤崎幸三（祝！！例会再開）
廣瀬禎（皆様の無事な姿を拝見できました）
菅原正明（皆様お元気で何よりです）
菅原義男（皆さんお久しぶりです）
川本康裕（皆さんお久しぶりです）

各種記念日

誕生記念日　西城　　明 会員　4月4日

誕生記念日　及川　　力 会員　4月6日

誕生記念日　國田　雅弘 会員　4月6日

誕生記念日　広瀬　　勲 会員　4月12日

誕生記念日　本間　　信 会員　4月15日

結婚記念日　中田　孔幸 会員　3月9日

結婚記念日　宮本　秀樹 会員　3月19日

結婚記念日　船水　尚行 会員　4月11日

結婚記念日　櫛引　秀明 会員　4月14日

結婚記念日　西野　義人 会員　4月29日

結婚記念日　齊藤　俊一 会員　5月11日

結婚記念日　加藤　栄吉 会員　5月20日

誕生記念日　菅原　悦子 会員　5月16日

誕生記念日　上口喜代志 会員　5月27日

誕生記念日　櫛引　秀明 会員　5月27日

誕生記念日　米塚　　豊 会員　6月4日

誕生記念日　笹谷　豊明 会員　6月9日

創立記念日　笹谷　豊明 会員　4月1日

創立記念日　木村　卓也 会員　4月1日

創立記念日　松田　博文 会員　4月5日

創立記念日　菅原　悦子 会員　4月11日

創立記念日　西尾　静枝 会員　4月14日

創立記念日　佐藤　隆夫 会員　5月10日

創立記念日　船水　尚行 会員　5月22日

創立記念日　三浦　義隆 会員　5月22日

創立記念日　内池　秀光 会員　4月23日

創立記念日　荒谷　信幸 会員　5月1日

創立記念日　工藤　一人 会員　5月1日

創立記念日　菅原　正明 会員　5月1日

創立記念日　水野　　治 会員　5月1日



山口　雄平 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「実践！オンラインミーティング
　　　新しい生活様式にトライ！ 　－パート１－」
　新型コロナウィルスの影響で社会の仕組みが変
わりつつあります。その影響で、直接のコミュニ
ケーションを避けるためのツールとして、テレビ
電話のサービスが普及を始めています。
　非常に便利なツールですが、何を使えばいい
のか、どうやって使えばいいのか？使う上で気を
つけるポイントはあるかなど、できる限りわかり
やすくお伝えできればと思います。

　便利なツールですが、これがあれば全て解決
というわけでもなく、あくまでも「会う」「電話
する」「手紙を書く」などと補完し合いながら使
用するものです。
　今回は知識編ですが、次回は実践編となります。
　これを機にみなさまのビジネス、プライベート
充実の一助となれば幸いです。

前回例会のプログラム

◎広報委員会より
　室蘭民報に掲載されました。



第10回理事会　議事録
日時：2020年6月2日（火）13：35～14：25
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、西野義人、
　　　　内池秀光、宮本一章、小野寺浩二、加藤栄吉、
　　　　猪俣英二、廣瀬禎、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．6/30（火）最終夜間例会について
サンルートから料理対応が確約できないという話が
あり、又、円卓での開催の是非という問題もあり、今
回は「親睦例会」ではなく、出席者表彰をメインに、時
間短縮で行い、酒類提供、余興は無し、食事もちょっ
といいお弁当の提供を考えている。
通常は会費5,000円で行っているが、食事代は通常
の例会費より拠出し、会費の徴収はしない。
出席100%達成者にはニコニコボックスをお願いす
る方針。
→次々年度に50周年を控えていることもあり、ニコ
ニコボックスは出来るだけ集めたいところ。
○酒類を持ち込んで会員に買ってもらい、利益をニ
コニコにするのはどうか？
○円卓を増やして卓ごとの人数を減らすのはどう
か？
→例年通りの開催が可能かどうか模索をして、それ
が可能であれば酒席なしとし、「50周年」を名目とし
たニコニコボックス等を考える。
※会長・幹事がサンルートと折衝し、第11回理事会で
経過報告を行う。

２．青少年奉仕委員会より
ジュニアヨットレースは中止、寄付金もなし。
蘭東少年野球同好会、前期リーグは中止。
ローターアクト地区大会は中止。
クリスマス例会時にアクトが販売した酒類の購入費
8,450円を立替金とし、ＲＡＣから集金の予定でいた
が、コロナの関係で行き来も出来なく、決算も間近で
あるので、青少年奉仕委員会の予算からの拠出とす
る。………………………………………………承認

３．地区委員委嘱状について
川本会員への次年度ローターアクト委員長就任の委
嘱状が届いた。同時に、菅原正明会員、小野寺浩二会
員にローターアクト委員就任、船水尚行会員に財団奨
学会・学友委員会の委員委嘱状が届いている。尚、椛
澤哲也会員の国際奉仕・VTT委員会委嘱状は未着で
あるが、加藤会員が委員就任を次年度資料で確認済。

４．第33回全国ローターアクト研修会登録と協賛に
　　関するご依頼について（別紙）
地区ローターアクト委員会より、全会員登録のお願い
と、協賛金のお願いが来ている。個人一口3,000円の
協賛金拠出で登録料が15,000円から10,000円にな
る。全会員3,000円（147,000円）の協賛金を今年度
の青少年奉仕委員会費より拠出したい。……承認
※尚、登録は任意とし、会からの負担もしない予定。

５．RI第2510地区「新型コロナウイルス救援基金」
　　設立とご支援のお願いについて
　上記書類が地区から届いていることを報告。
６．「2019-2020地区補助金」未使用分の新型コロナ
　　ウィルス対応の活用について
地区より上記依頼が来ているが、当クラブは今年度
補助金を取得していない。尚、第9グループではフェ
イスシールドを各医師会、歯科医師会、薬剤師会に寄
付していることを報告。

７．表彰既定の改定について
　規定を別紙通り見直し………………………承認

８．その他
⑴ 櫛引会員の退会及び柳谷元会員の再入会について
…………………………………………………承認
⑵6/2、16の例会資料代の支出について
　Li world株式会社（山口会員）に急きょ卓話をお願
いし、それに伴う資料作成に関し費用の拠出を承
認する。
⑶活動報告書の提出日について
　5/12締切で提出された「各委員会活動近況報告」
をそのまま「活動報告書」とするかどうかを各委員
長に幹事より連絡する。手直しが必要な場合は
6/18を締切期日とする。
　尚、次年度活動計画書の締切も6/18

議　事　録

第11回理事会　議事録
日時：2020年6月2日（火）18：30～
場所：哲屋
出席者：赤崎幸三、菅原義男、菅原正明、西野義人、
　　　　内池秀光、宮本一章、小野寺浩二、加藤栄吉、
　　　　猪俣英二、廣瀬禎、斉藤崇、工藤一人、
　　　　藤井徹也（議事記載）

【協議事項】
１．6/30（火）最終夜間例会について
サンルート柳谷支配人と交渉し、通常の夜間例会形
式で実施することに。円卓に6人程度の形式で行う。
会費5,000円だが、サンルートには7,000円程度でお
願いする（日頃のお礼の意味を込めて）。ローターアク
ターは全員を招待する。（MAX8名）

２．例会休止期間を振り返って（会長・幹事お礼の挨拶）
３．その他

議　事　録



　28日に、現在受講中のEnv i ronmenta l 
Assessmentの期末試験が終わり、残るはグルー
ププロジェクトのみとなりました。自分達のグルー
プはLake assessmentについて取り組んでいま
す。例年は野外サンプリング実習にて自分達で得
たデータを元に進めるそうですが、今年は過去の
データを用いています。
　このコースを6月5日に終え次第、夏期休暇を経
て秋学期のコースを取るか、修論研究をはじめるか
の選択ができるのですが、指導教官と夏期休暇期
間から早めに修論研究に取りかかろうという話を
しているため、6月からテーマ等の相談を始めると
思います。
　また、29日にスウェーデン政府より、高等教育機
関のOn-Campus Educationを6月15日から再
開するという発表がありました。もともと修論研究
をはじめるということは、他の博士課程学生や教
員同様、必要があれば大学に行く生活になる想定
はしていましたが、公式に3ヶ月ぶりに大学へ通う
日々が戻ってきそうです。スウェーデンはもともと
ロックダウンしていませんでしたが、COVID-19が
流行りだしてから、ウプサラを離れていた同期、コ
リドーメイトが戻ってきたり、逆に夏期休暇で母国
に帰るコリドーメイトを送り出したりしながら、少
しずつ第一のピークは終わりに近づいているのか
もしれないと感じています。しかし正直なところ、
この先またどうなるか分からないという気持ちも

あるので、引き続き日々の行動は気を付けて参り
ます。
　年単位で更新が必要な学生ビザ (Residence 
permit) についても、2年目の申請をオンラインで
しました。現在のビザが8月末までなので、今回の
申請が通れば来年の8月まで滞在が許可されます。
　そして、日本への一時帰国を夏期休暇中6月か7
月に想定していましたが、もう少し延期しようと思
います。修論研究期間中は、コース履修中よりも臨
機応変に予定を組めるので様子を見つつどこかで
遅めの休暇を取ろうと考えています。
　個人的に来年まではオンライン生活かもしれな
いと思っていたので、新たな趣味やZoomミーティ
ングに興じていましたが、いざ大学再開が近づき、
直接友人と会えるようになるのかと思うと、今年
の2月頃まで当たり前だったことが、どれほど幸せ
だったかを思い出しました。これからの当たり前は
多少更新されたものになるにせよ、やはり人間同
士直接会えること以上の喜びはないのかもしれな
いと思います。一方で、改めて自分の得手不得手、
何があれば健康に自己運転できるのか、どうすれ
ばその運転能力を向上できるのか等、自分自身と
も向き合う時間が生じた数ヶ月でした。漠然とし
た人生の長期プランに対して、今できることは情報
を仕入れつつ目の前のことに集中することのみだ
と思うので、焦る気持ちを受け入れつつ淡々といこ
うと思います。

ロータリー月例報告　Vol.9
　重井　真琴　　　留学先：スウェーデン農業科学大学（SLU）

写真：自宅近くの菜の花畑




