●2月は平和紛争予防/紛争解決月間です。
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室蘭岳

2021年2月16日（火） 第2346回
第2510地区

日本（DISTRICT 2510 JAPAN）

例会

●会長：菅原

本日のプログラム

御弁当

次回の予定プログラム

卓話「春が来た」
山口 雄平 会員
クラブ管理運営委員会
粗食例会（生ちらし、はまぐりの吸い物、桃
のムース）

※次週2/23（火）は法定休日のため休会
となっております。お間違えのないよう
宜しくお願い致します。

各種記念日
誕生記念日

渡部

一姿 会員

2月2日

誕生記念日

宮本

朋行 会員

2月2日

誕生記念日

内池

秀光 会員

2月8日

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
1名
50名

●幹事：藤井

徹也

●編集：クラブ管理運営委員会

第2345回（2月2日）例会記録

奉仕プロジェクト委員会
国際奉仕委員会

次回献立

義男

前回までの例会の報告

「クラブフォーラム」

本日献立

2020〜2021年度 ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

出席者数
欠席者数
出席率

●例会場 ホテルサンルート室蘭
●例会日 毎週火曜日 12：30 P.M.
●事務所 室蘭市中島町2丁目28-6
●電 話 0143-45-6569 ●FAX 0143-50-6578
●URL http://murokita-rc.org/
●E-mail mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

37名
14名
72.55％

会長報告
１．大和田敦基会員・田中健太会員・宮本朋行会
員入会式（別掲）
幹事報告
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。
２．休会のお知らせ
次週2/9（火）の例会は臨時休会となります。
３．室蘭市共同募金委員会より感謝状が届きま
したので回覧致します。
４．室蘭工業大学より
「第50回室蘭工大国際セ
ミナー」開催のご案内がきております。
日 時：2/12（金）17：00〜18：30（予定）
Zoomによるオンライン開催
テーマ：「言葉の壁が教えてくれたもの
−室蘭コミュニティとの若い世代に対する 協育 ―」
講 師：大橋 裕子 氏
ロイヤルメルボルン大学（RMIT）
グルーバル・都市社会学科講師
＊詳しくは、後ろにポスターを掲示しており
ますので、そちらをご覧ください。
＊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。
お近くの募金箱に寄付をお願い致します。
委員会報告
１．国際奉仕委員会 小野寺委員長より
ポリオ・プラス募金の報告
1月の募金額は 5,231円です。前年度繰越
金と合わせて、99,704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月16日クラブフォーラムについて
２．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
1月の募金額は 4,910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．クラブ広報委員会より
ロータリーの友2月号の紹介
４．ロータリー財団委員会 齊藤委員長より
寄付のお願い

前回例会のプログラム

卓話「新住まいのウチイケスタイル2」
内池

秀光 会員

クラブ管理運営委員会

15．省エネトイレ採用
16．外気を利用した保温室の提案
17．床面の体感温度を考慮した素材選び
18．調湿作用がある材料の採用
19．宅内ＬＡＮ配線標準装備
20．遮音性能の高い住まい

弊社、住まいのウチイケは2年前、一般社団法人
日本地域開発センターが主催する「ハウスオブザ
イヤーインエナジー」という、年に一度、全国の省
エネ住宅のトップランナー企業を表彰する制度に
おいて、全国285件の応募の中から栄誉ある「大
賞」を受賞することが出来ました。応募されてい
る住宅の中には、オプションであったり、賞を受賞
するためのモデルを作る会社もありますが、私達
は標準仕様の「エコハウススタンダード」で最高賞
を受賞させて頂きました。言い換えますと、住ま
いのウチイケの基本モデルは省エネ性能日本一と
いうことになります。本日は、そんな日本一の住宅
とはどのようなものなのか？をお話させて頂きた
いと思います。まず、ハウスオブザイヤーインエナ
ジーとは、性能だけで評価するのではなく、多様な
省エネ性能手法の導入や、省エネルギー住宅の普
及への取組み等の３つの視点から評価されます。
今回は視点２の「どのような省エネ手法を導入
しているか？」というお話をさせて頂きたいと思
います。
１．開口位置による通風換気
２．窓種による換気効果
３．日射取得型樹脂サッシの採用
４．太陽熱給湯機を利用
５．潜熱蓄熱材を利用
６．熱容量の高い素材を提案
７．日射熱の調整を兼ねた物干しスペースの設置
８．カーテンによる遮蔽
９．樹木・植物による日射遮蔽
10．プランによる日射遮蔽
11．全館空調システムの導入
12．省エネ効果の高い熱交換換気システムの採用
13．ヘムス標準採用
14．タッチレス水栓の採用

最後に弊社は今年の1月1日にバーチャルリアリ
ティーモデルハウスをVR住宅公園内に出展致しま
した。感染防止対策のため外出は避けたいけどモ
デルハウスは見てみたい。そんなお客様でも、いつ
でもどこでも好きな時に好きな場所から当社のモ
デルハウスに実際にいるようなバーチャルな世界
が体験できる素晴らしい技術です。これからの時
代このようなDX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）化の推進、強化が間違いなく必要となってくる
と思います。
これからも私達、住まいのウチイケは、お客様
の笑顔のために、日本一の住まいづくりに、貪欲
に挑戦し続けていきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（航空事業トライアルで民報・道新に取り
上げていただきました）
菅原義男（3名の新会員の皆様入会ありがとうござ
います）
赤崎幸三（福は内）
及川力（ＩＭ返金分をニコニコBOXへ）
宮本一章（ＩＭのお金戻ってきました）
菅原正明（宮本さん田中さん大和田さん入会おめ
でとうございます）
米塚豊（上期100％表彰いただきました）
猪俣英二（新入会員の皆様これからよろしくお願
いいたします）
上口喜代志（創立記念日にあたり）

新会員入会式

新会員

田中

健太

新会員

宮本

朋行

●プロフィール
●プロフィール
1978年4月14日、室蘭市生まれ（42歳）
1979年2月2日、室蘭市生まれ（41歳）
2001年 函館大学卒業
2008年 室蘭工業高校卒業
有限会社ハイミートたなか入社
大伸電設㈱入社
2008年 有限会社ハイミートたなか
2020年 大伸電設㈱ 代表取締役就任
代表取締役就任
趣
味 ゴルフ
趣
味 バドミントン
家族構成 妻、長男、次男、長女
家族構成 妻、息子
職業分類 電気配線工事業
職業分類 食肉小売業
推薦者
椛澤 哲也 会員
推薦者
内池 秀光 会員

議

事

録

第８回 理 事 会
日時：2021年2月2日(火)13：30
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：本間 信、藤井徹也、松田博文、川本康裕、
菅原正明、猪俣英二、宮本一章、椛澤哲也、
齊藤俊一、米塚 豊、荒谷信幸、赤崎幸三、
小野寺浩二
【議
案】
１．2/16㈫国際奉仕委員会クラブフォーラムについて
例会開始時刻 12時30分より14時まで
ゲストの通訳として中田会員夫人にお願いする。
お車代は5,000円×2名分。
座席の配置はスクール形式にする。
２．親睦活動委員会麻雀大会について
コロナ禍の中、3月の麻雀大会は中止とする。

新会員

大和田

敦基

●プロフィール
1981年2月14日、室蘭市生まれ（39歳）
室蘭大谷高校中退後、配管・溶接業に従事
2004年 酒井水産㈱入社
2020年10月 ㈱タイキ 代表取締役就任
趣

味

家族構成
職業分類
推薦者

フルコンタクト空手
（極真館国際大会2位）
ゴルフ
妻、長女、長男、次男
水産食品製造業
工藤 一人 会員

３．その他
○新会員の所属委員会 大和田会員 出席委員会と
する
○今後の座席スタイルについて
次回のフォーラムよりスクール形式とする。
○村井会員のお見舞いの件について
10,000円をお見舞いとして支出。
○地区大会について
5月16日 札幌パークホテル
会長幹事会は、会長・幹事及びガバナー補佐が出席
義務者、本会議・記念講演・記念懇親会は、会長・
幹事、次年度会長・幹事、ガバナー補佐が指定参加
者。次年度幹事以外の4名分を登録。
他の会員はズーム参加となるが、全員登録するか否
かは3月理事会にて検討する（登録料3,500円）。
○IM実行委員会より
これまでの活動を冊子、その他の方法で発表したい、
今後また話し合い方向性を決める。

ロータリー月例報告 Vol.17
重井 真琴
留学先：スウェーデン農業科学大学（SLU）
今年のウプサラの冬は、札幌に迫る勢いで雪が
降り続けています。白い雪に光が反射するおかげ
で暗さが紛れるとともに、日照時間が徐々に長く
なっており最近は午後五時頃でも明るいため気分
が晴れます。ただ、気温はしばらく氷点下二桁が続
いているため春が待ち遠しいです。
今月後半に、下水処理場に設置しているバイオ炭
を用いた排水処理装置の運転を開始しました。配
管調整や水漏れなどのトラブルシューティングに
思った以上に時間がかかってしまったのでようや
く運転開始できたことに一安心しています。今後は
四月頃まで運転を続け、毎週サンプリングと動作
確認をします。ウプサラ大学Geocentrumのラボ
で行っているバイオ炭の原材料別比較実験もデー
タを得ることができているので、実験を続けつつ
結果をまとめます。SLUでは、今学期からラボやオ
フィスの人数制限がされるようになりました。通常、
スウェーデンの学生は卒業研究をこの春学期に行
うため、学内で学生を見かけることも増えました。
しかし私が利用するSLUの実験室は他の修士学生
がいないため、ラボの予約には困っていません。博
士課程の学生も今の時期は実験をしている人が少

ないため、逆に今まで予約が取りづらかったオーブ
ンなどがいつでも使えるようになりました。
また今月からウプサラ大学にも学生登録され、
建物へのアクセスカードとラボへの鍵を頂いたの
でスケジューリングの自由度が大幅に上がりまし
た。ウプサラ大学のラボは今学期から修論研究を
始めるウプサラ大生と共有しています。
スウェーデンでもCOVID-19のワクチン接種が
進んでいます。先日、既に成人した国民の三分の一
以上がワクチンを受けたという報道を目にし、日
本の約十分の一程度である人口の少なさを思い出
しました。今年の夏にはスウェーデンに住むワクチ
ン接種希望者全員がワクチンを受けられると予想
されているそうです。
生活面の変化としては、修士課程が終わった後
の博士課程で住むための家が見つかりました。現
在住んでいるコリドーの契約が6月に終わってしま
うため、それより前に次の家を探す必要があった
のですが、運よく卒業される博士課程の先輩の家
を引き継げることになりました。3月頃に引っ越す
ことになりそうです。

ウプサラ大学Geocentrumの外観と自宅近所の風景

