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室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

9月27日（日）

※9/22（火）は法定休日の為、9/29（火）は
　振替のため休会となります。

室蘭岳

次回献立 洋食ランチ（ハヤシライス、スープ）

親睦活動委員会
クラブ管理運営委員会

親睦家族移動例会

10月6日（火）

宮本　一章 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「社会奉仕について」

次回の予定プログラム

会長報告
１．福井ガバナーよりあいさつ状が届きました。

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

31名
16名

65.96％

各種記念日

結婚記念日　太田　義則 会員　9月11日

誕生記念日　三浦　義隆 会員　9月14日

ニコニコＢＯＸ

2020～2021年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY Opens Opportunities 
　　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　2020～2021年度 ＲＩ会長　ホルガー・クナーク

前回までの例会の報告

第2330回（9月8日）例会記録

本日献立 ポークチャップ弁当、スープ

広瀬　　勲 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「中小企業考察」

藤井徹也（ガバナー訪問が無事終わりひと安心です）
菅原正明（本日の卓話ご清聴ありがとうございます）
本間信（椛澤会員の結婚式にて沢山の景品頂きました）
宮本一章（椛澤会員の結婚式楽しかったです）
菅原義男（9/1ガバナー公式訪問が皆様のご協力を
頂き無事終わりました。ありがとうございました）
西野義人（椛澤会員のパーティ盛会で終わりました）
内池秀光（おかげさまでガバナー公式訪問を無事
に終えることができました）
黒崎清（結婚記念日、創立記念日にあたり）
加藤栄吉（ガバナー公式訪問無事終了することが
できました）

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．小冊子「ロータリーは何をしている団体？」
について

３．ポリオ・プラス募金の報告（小野寺委員長欠
席の為）

　　8月の募金額は7，543円です。前年度繰越
金と合わせて40，487円となっております。
ご協力ありがとうございます。引き続き宜
しくお願い致します。

＊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

１．親睦活動委員会　猪俣委員長より
　　ワンコインニコニコBOXの報告
　　8月の募金額は6,580円です。ご協力あり
がとうございます。引き続き宜しくお願い
致します。

２．社会奉仕委員会　宮本一章委員長より
　　カントリーデーの件
　　全員参加型奉仕活動の件
３．クラブ広報委員会より
　　ロータリーの友9月号の紹介

委員会報告



　今月はロータリーの友月間ですので、クラブ広
報委員会の卓話になります。不慣れなパワーポイ
ントでので説明ですがよろしくお願いします。
　今年度クラブ広報委員会の活動計画は、5つ挙
げさせていただいています。その中のロータリー
の友に関しては今日、情報委員会の水野副委員長
にお話をしていただきました。今日は他の４つの
活動計画の中から定款細則変更ための規定審議
会についてお話をいたします。

定款・細則とは
　歴史をたどれば、1922年に出来たルールで、
1922年６月以降に創立される全世界のロータ
リー・クラブに対して、この標準ロータリー・クラ
ブ定款の採用が義務づけられました。
　これによって、全世界のロータリー・クラブは共
通の憲法を持つことになりました。またクラブ定
款は勝手にクラブで変更することはできません。
これを変更するには、規定審議会での決議が必要
になります。
　次に、その規定審議会についてお話をさせてい
ただきます。
　規定審議会は3年ごとに開かれ、世界中から地
区の代表議員がシカゴに集まり、RIの定款細則へ
の変更について討議します。
　規定審議会で審議されるのは「制定案」と「見
解表明案」と、のふたつです。制定案とは立法案の
ことです。そこで採択し可決された事項がすべて
手続要覧に一字一句掲載されます。 

　討議される提案の締め切りは、制定案が前の年
の１２月３１日まで、見解表明案はＲＩ理事会にの
み認められたもので、提出期限は規定審議会開催
中ギリギリまででも提出できます。 
　２019年は117件の制定案（立法案）と1件の見
解表明案が提出されました。そのなかでＲＩ理事
会から26件提出され、22件可決されました。内３
件は同一趣旨なので削除され、日本からは25件提
案が出されほぼ否決されています。
　世界的には日本の提案が圧倒的多く、ＲＩ理事
会に継ぐ25件で、その他の国では日本の25件のほ
かに、インド１６件、アメリカ15件、フランス5件、
イギリス5件、オーストラリア5件、ナイジェリア4件、
南アフリカ4件、韓国3件でした。
　日本国内の提案が出された内訳を調べてみまし
たが、
2680地区からは－5件、2650地区からは－4件、
2580・2840・2970－各地区3件、2750・2640・
2740・2500－各地区2件、2540・2630・760・
2780－各1件、計13地区（30件重複除き）合計25
件となっています。2510地区はゼロ件でした。
　次に2019年に採択された主な案件の部をお伝
えします。
19-35メークアップ規定の変更の件
（前についている番号の19は2019年、35は審議
される117件中の35番目）
　皆様ご存知のとおりメークアップ補填の期間が
例会日の前後14日から年度内に変更になりました。
これによって年度末一気にメークアップをしても
100％出席を維持できるということです。これには
賛否両論がありますが、決めるのは「クラブ」です。
メイクアップの歴史は
1922年　メークアップ制度制定
（定款ができた同じ年）
1995年　メークアップ期間の延長
1998年　奉仕活動の実践がメークアップとして承認
2001年　各クラブでの理事会の承認で
　　　　 メークアップを認めてもよい
　ロータリーが出来た当初は、４回休んだら退会
でした。
19-37　クラブの会員身分に関する規定を改正す
る件 
19-35　クラブの構成を改正し職業分類の制限
を廃止する件

菅原　正明 会員
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話「ロータリーの友月間に因み」

　「専門職務」とは異なる職業を持つ会員もいる
ことを反映するため、「職業」という語を追加する。
　また、現行の職業分類の制限も廃止する。（同
一職業分類に属する会員数が正会員の10パーセン
ト以下となる規定など）
　上記が提案要旨ですが、職業分類委員会等を
廃止するということではありません。
会員選考をする際に職業分類（10％以下ルール）
を必須の条件と重要視しなくても良いという事な
ので間違わないようにしてください。
　この両案は、極端に言えば実質的に職業分類を
廃止して、いかなる人でもロータリアンになること
を可能にする案件です。
次に
19-72　ローターアクト・クラブがRI加盟を求め
られることを明確にする件
　2016年規定審議会にてローターアクターを
「ロータリークラブの会員にして良い」という採
択がされ、ローターアクターに限って二重会員を
認めることになったのは、記憶されていることと
思いますが、今回はローターアクトクラブを国際
ロータリーの会員にする。これをはっきりさせよう
とする理事会提案です。
　会員減少が深刻な問題となっている今、「若者」
や「女性」をロータリーに引き込もうとするRIの思
惑が出ていると思います。何故なら、この件はＲＩ
会長が自ら壇上に立ってプレゼンテーションをし
たのですが否決され、最終日に再度、ＲＩ会長が代
表議員に訴えかけ、可決したという前代未聞のこ
とが起きました。
　「ローターアクト・クラブはロータリーに関連す
るといえども、全く別な団体であり、この様な団
体をロータリーに加盟させることは、別な組織、
などもロータリーに加盟させる意図を持った提案
だといわれても仕方がないと思います。ロータ
リーの未来は、もはや職業奉仕団体ではなくて、
ボランティア組織になることを想定させる、極めて
重大な案件」
19-62 事務総長は国際ロータリーの最高経営責
任者であると規定する件
　事務総長の肩書きを最高経営責任者CEOにし
ようという案件であり、RIの運営が大きく変わって
企業経営となり、短期任命であるRI会長や理事よ
りも、ロータリーを企業運営と心得る事務総長に
よってRIが運営されることに危惧の念を感じます。
19-82　人頭分担金を増額する件 
　2020-2021年度から3年間、毎年1ドル増額を承認 
19-117　RI理事会にRIの課税上の地位を変更す
るための適切な措置を講じることを許可する件 
（見解表明）
　これは見解表明案です。この提案の表向きの理

由は、節税として約27万5,000ドル（約3,300万
円）全体として節税出来るとのことです。節税上、
RI とロータリー財団を平等の地位にしようという
提案であるが、真の理由は、寄付金の受領を、RI 
とロータリー財団双方として、RIの財政不足を補
おうとする案件です。この見解表明案が可決した
ことにより、ＲＩとＲＩＨは合併の手続きをとりま
す。ＲＩＨとは何かというと、簡単に言えばＲＩと
ロータリー財団とのホールディングスです。このこ
とには2013-14年RI会長でもあったロン・バートン
財団管理委員長が反対声明まで出す事態にまで
発展し（何故なら財団の資金をＲＩが持って行って
しまうから）昨年の４月に突如解任された事実が
あります。
19－22　クラブ会長の任期を改正する件 
　クラブ会長に空席が生じた場合、現職の会長が
無期限でその役職に留まることを強制されるべき
でないため、会長の任期を就任日から最大２年間
に制限するという提案です。小規模なクラブでは、
このようなことが生じる可能性があるので、これ
を救済しようとするものです。
19-24　クラブの年次総会において予算と年次報
告の発表を求める件 
　クラブの年次総会で役員を選挙するだけでなく、
予算の執行状況と昨年度の年次報告を行う事が
追加されました。 
19-66　RI細則から機関雑誌の名称を削除する件
　「RI の公式機関雑誌を名称The Rotarianとす
る要件」これをを削除する。日本のロータリアンは
この英文のロータリアン誌を購読もしくは、公式
地域雑誌のロータリーの友を購読する義務があり
ます。ロータリアン誌と地域雑誌を総称して
『ロータリー・ワールド・マガジン・プレス』と言い
ます。

「2016年の規定審議会でのクラブに関係する決
定事項」
16-21　クラブ例会頻度と出席に関する規定をク
ラブ細則で定めることができる
　ただし最低1か月に2回は開催しなければいけな
い。（クラブ任意）
16-34　出席免除規定の緩和
　子供の誕生等で12ケ月以上の欠席を認める。
（クラブ任意）
16-36　会員身分をクラブ独自で決定できる
　正会員のサブカテゴリーに準会員、家族会員な
どが可能。（クラブ任意）

「最後に私たちロータリアン一人々が手をあげて
意見を言わなければ、この先ローターリーは何処
へ行ってしまうのでしょうか？」



　今月はロータリーの友月間ですので、クラブ広
報委員会の卓話になります。不慣れなパワーポイ
ントでので説明ですがよろしくお願いします。
　今年度クラブ広報委員会の活動計画は、5つ挙
げさせていただいています。その中のロータリー
の友に関しては今日、情報委員会の水野副委員長
にお話をしていただきました。今日は他の４つの
活動計画の中から定款細則変更ための規定審議
会についてお話をいたします。

定款・細則とは
　歴史をたどれば、1922年に出来たルールで、
1922年６月以降に創立される全世界のロータ
リー・クラブに対して、この標準ロータリー・クラ
ブ定款の採用が義務づけられました。
　これによって、全世界のロータリー・クラブは共
通の憲法を持つことになりました。またクラブ定
款は勝手にクラブで変更することはできません。
これを変更するには、規定審議会での決議が必要
になります。
　次に、その規定審議会についてお話をさせてい
ただきます。
　規定審議会は3年ごとに開かれ、世界中から地
区の代表議員がシカゴに集まり、RIの定款細則へ
の変更について討議します。
　規定審議会で審議されるのは「制定案」と「見
解表明案」と、のふたつです。制定案とは立法案の
ことです。そこで採択し可決された事項がすべて
手続要覧に一字一句掲載されます。 

　討議される提案の締め切りは、制定案が前の年
の１２月３１日まで、見解表明案はＲＩ理事会にの
み認められたもので、提出期限は規定審議会開催
中ギリギリまででも提出できます。 
　２019年は117件の制定案（立法案）と1件の見
解表明案が提出されました。そのなかでＲＩ理事
会から26件提出され、22件可決されました。内３
件は同一趣旨なので削除され、日本からは25件提
案が出されほぼ否決されています。
　世界的には日本の提案が圧倒的多く、ＲＩ理事
会に継ぐ25件で、その他の国では日本の25件のほ
かに、インド１６件、アメリカ15件、フランス5件、
イギリス5件、オーストラリア5件、ナイジェリア4件、
南アフリカ4件、韓国3件でした。
　日本国内の提案が出された内訳を調べてみまし
たが、
2680地区からは－5件、2650地区からは－4件、
2580・2840・2970－各地区3件、2750・2640・
2740・2500－各地区2件、2540・2630・760・
2780－各1件、計13地区（30件重複除き）合計25
件となっています。2510地区はゼロ件でした。
　次に2019年に採択された主な案件の部をお伝
えします。
19-35メークアップ規定の変更の件
（前についている番号の19は2019年、35は審議
される117件中の35番目）
　皆様ご存知のとおりメークアップ補填の期間が
例会日の前後14日から年度内に変更になりました。
これによって年度末一気にメークアップをしても
100％出席を維持できるということです。これには
賛否両論がありますが、決めるのは「クラブ」です。
メイクアップの歴史は
1922年　メークアップ制度制定
（定款ができた同じ年）
1995年　メークアップ期間の延長
1998年　奉仕活動の実践がメークアップとして承認
2001年　各クラブでの理事会の承認で
　　　　 メークアップを認めてもよい
　ロータリーが出来た当初は、４回休んだら退会
でした。
19-37　クラブの会員身分に関する規定を改正す
る件 
19-35　クラブの構成を改正し職業分類の制限
を廃止する件

　「専門職務」とは異なる職業を持つ会員もいる
ことを反映するため、「職業」という語を追加する。
　また、現行の職業分類の制限も廃止する。（同
一職業分類に属する会員数が正会員の10パーセン
ト以下となる規定など）
　上記が提案要旨ですが、職業分類委員会等を
廃止するということではありません。
会員選考をする際に職業分類（10％以下ルール）
を必須の条件と重要視しなくても良いという事な
ので間違わないようにしてください。
　この両案は、極端に言えば実質的に職業分類を
廃止して、いかなる人でもロータリアンになること
を可能にする案件です。
次に
19-72　ローターアクト・クラブがRI加盟を求め
られることを明確にする件
　2016年規定審議会にてローターアクターを
「ロータリークラブの会員にして良い」という採
択がされ、ローターアクターに限って二重会員を
認めることになったのは、記憶されていることと
思いますが、今回はローターアクトクラブを国際
ロータリーの会員にする。これをはっきりさせよう
とする理事会提案です。
　会員減少が深刻な問題となっている今、「若者」
や「女性」をロータリーに引き込もうとするRIの思
惑が出ていると思います。何故なら、この件はＲＩ
会長が自ら壇上に立ってプレゼンテーションをし
たのですが否決され、最終日に再度、ＲＩ会長が代
表議員に訴えかけ、可決したという前代未聞のこ
とが起きました。
　「ローターアクト・クラブはロータリーに関連す
るといえども、全く別な団体であり、この様な団
体をロータリーに加盟させることは、別な組織、
などもロータリーに加盟させる意図を持った提案
だといわれても仕方がないと思います。ロータ
リーの未来は、もはや職業奉仕団体ではなくて、
ボランティア組織になることを想定させる、極めて
重大な案件」
19-62 事務総長は国際ロータリーの最高経営責
任者であると規定する件
　事務総長の肩書きを最高経営責任者CEOにし
ようという案件であり、RIの運営が大きく変わって
企業経営となり、短期任命であるRI会長や理事よ
りも、ロータリーを企業運営と心得る事務総長に
よってRIが運営されることに危惧の念を感じます。
19-82　人頭分担金を増額する件 
　2020-2021年度から3年間、毎年1ドル増額を承認 
19-117　RI理事会にRIの課税上の地位を変更す
るための適切な措置を講じることを許可する件 
（見解表明）
　これは見解表明案です。この提案の表向きの理

由は、節税として約27万5,000ドル（約3,300万
円）全体として節税出来るとのことです。節税上、
RI とロータリー財団を平等の地位にしようという
提案であるが、真の理由は、寄付金の受領を、RI 
とロータリー財団双方として、RIの財政不足を補
おうとする案件です。この見解表明案が可決した
ことにより、ＲＩとＲＩＨは合併の手続きをとりま
す。ＲＩＨとは何かというと、簡単に言えばＲＩと
ロータリー財団とのホールディングスです。このこ
とには2013-14年RI会長でもあったロン・バートン
財団管理委員長が反対声明まで出す事態にまで
発展し（何故なら財団の資金をＲＩが持って行って
しまうから）昨年の４月に突如解任された事実が
あります。
19－22　クラブ会長の任期を改正する件 
　クラブ会長に空席が生じた場合、現職の会長が
無期限でその役職に留まることを強制されるべき
でないため、会長の任期を就任日から最大２年間
に制限するという提案です。小規模なクラブでは、
このようなことが生じる可能性があるので、これ
を救済しようとするものです。
19-24　クラブの年次総会において予算と年次報
告の発表を求める件 
　クラブの年次総会で役員を選挙するだけでなく、
予算の執行状況と昨年度の年次報告を行う事が
追加されました。 
19-66　RI細則から機関雑誌の名称を削除する件
　「RI の公式機関雑誌を名称The Rotarianとす
る要件」これをを削除する。日本のロータリアンは
この英文のロータリアン誌を購読もしくは、公式
地域雑誌のロータリーの友を購読する義務があり
ます。ロータリアン誌と地域雑誌を総称して
『ロータリー・ワールド・マガジン・プレス』と言い
ます。

「2016年の規定審議会でのクラブに関係する決
定事項」
16-21　クラブ例会頻度と出席に関する規定をク
ラブ細則で定めることができる
　ただし最低1か月に2回は開催しなければいけな
い。（クラブ任意）
16-34　出席免除規定の緩和
　子供の誕生等で12ケ月以上の欠席を認める。
（クラブ任意）
16-36　会員身分をクラブ独自で決定できる
　正会員のサブカテゴリーに準会員、家族会員な
どが可能。（クラブ任意）

「最後に私たちロータリアン一人々が手をあげて
意見を言わなければ、この先ローターリーは何処
へ行ってしまうのでしょうか？」



第３回　理事会
日　時：2020 年 9月8日（火）13：00～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原義男、本間　信、藤井徹也、松田博文、
　　　　川本康裕、菅原正明、荒谷信幸、猪俣英二、
　　　　宮本一章、太田義則、西野義人、齊藤俊一、
　　　　米塚　豊（議事記載）
議　案
１．９/12（土）社会奉仕委員会　カントリーデーについて
　　○9：30集合　12：00解散
　　　ボーイスカウトの飲み物を用意
　　○8：00天気により決行、中止を決定
　　○会員１５名参加　もう少し参加者を募る
２．社会奉仕委員会　全員参加型奉仕活動、交通安全
　　啓蒙活動について
　　○９月２３,２４,２５日　12：30～13：00まで
３．9/26（土）青少年奉仕委員会　ＲＡＣ地区協議会について
　　○オンラインでの参加を募る。
　　　クラブより１万円の寄付。
４．９/２７（日）親睦家族移動例会について
　　○９月１３日にウポポイに予約、確認　決定
　　○会費　会員２,０００円　家族１,０００円（承認）
５．2020ｰ2021年度地区財団補助金決定の件について

　　○申請144,320円　決定１１万円
　　○社会奉仕委員会　キランにおもちゃ（積み木）を寄贈
　　○来週の例会で市長に目録を渡す
６．その他
　　○１１/１7（火）卓話ゲストのお車代について
　　　⇒札幌よりのゲスト、お車代を１万円とする。
　　　　個別に理事会で決定
　　○青少年奉仕委員会
　　１．蘭東少年野球同好会寄付について
　　　　例会に来てもらい３万円寄付
　　２．ＲＡＣ人頭分担金について
　　　　社会人２名×1,000円　学生６名×500円
　　　　計5,000円
　　３．ＲＡＣクラブジャンパーについて
　　　　2カ所より見積もりを取り　10着分
　　　　オクト 60,500円　ワーク館池田 47,970円
　　　　㈱オクトに決定
　　４．ＲＡＣに活動資金　上期5万円　下期5万円
　　　　折を見て支給
　　○見積もりの件
　　　⇒手続き要覧の印刷は30冊。単価900円の見込み
　　○２０２１ー２０２２年度地区補助金管理セミナーの件
　　　２０２０年１１月１４日（土）１３：００～１５：３０ロイトン札
　　　幌にて実施される。本間次期会長が出席。登録料
　　　４，５００円、交通費５，２３０円支出→承認見て支給

議　事　録

　今月中旬頃から夏期休暇を終えて、再び大学に
通いはじめました。行き帰りで自転車をこぎながら
手がかじかむ程には寒くなってきており、夏の気配
はもうありません。長かった日も着々と短くなってき
ており冬はすぐそこだと感じます。
　学生の新学期も8月31日から始まりましたが、ほ
とんどの講義が実習や実験以外は秋学期もオンラ
インとなるようです。私自身は修論研究を始めるた
めの登録手続きを終えたので、これから研究計画作
成に入ります。修論研究をはじめるまでに、Super-
visorだけでなくSupervisorが検討・依頼する
Examinerの登録が必要なシステムは新鮮でした。
　修論研究のテーマは“Multi-drawer biochar 
filters for wastewater treatment”で、バイオ
炭による小規模型の排水処理装置について取り組
みます。
　バイオ炭とは、低酸素下または無酸素下でのバイ
オマス熱分解（Pyrolysis, 300 - 800℃）によってつ
くられる土壌改良に有効な物質です。バイオ炭製造
工程のバイオマス熱分解で生じるエネルギー生産

では、バイオ燃料と合成ガスも得ることができ、この
バイオ燃料はトウモロコシ燃料などと違い食糧生産
と拮抗しないことも利点です。さらに気候変動の緩
和効果としても、バイオ炭がもつ炭素貯蓄機能（二
酸化炭素を数百、数千年単位で土壌内に保持でき
る）が有用だと期待されており、環境科学の分野で
バイオ炭は注目されています。
　そして近年の研究から、バイオ炭を下水処理の濾
材として用いた場合、病原細菌・ウイルス除去にお
いてろ過砂を用いた場合と同様の効果があると明
らかになり（Dalahmeh et al., 2018）、濾材利用さ
れたバイオ炭を土壌散布した場合にも、生産物の収
穫量が増えた研究例もあるため(Werner et al., 
2018)、将来的に更なる応用が期待されています。
詳しい研究計画はこれから詰めていきますが、現在
実験室規模で用いている装置は異なる孔径のバイ
オ炭を階層上に配置しているため、それらの層や装
置全体としてどのような役割を期待しているのか、
実際にどう機能しているのか（リン・窒素や微量汚
染物質の除去等）などを調べていく予定です。

写真は左から順に、バイオ炭、夏期休暇の終わりに食べたザリガニ、ある週末にSupervisorのSupervisor家族宅でいただいた
シュールストレミング（発酵ニシン）です。ザリガニとシュールストレミングはどちらも有名なスウェーデン料理です。
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