●2月は平和紛争予防／紛争解決月間です。
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本日のプログラム

次回の予定プログラム

卓話「ロータリークラブを創始する
前のポール・ハリスについて」
内池 眞人 会員
クラブ管理運営委員会
洋食ランチ（チキンカレー、コンソメ
スープ、サラダ、デザート）

※12：00より、
定例理事会を開催致します。

各種記念日
太田

義則 会員

2月22日

ニコニコＢＯＸ
徳永賢二（先週の例会欠席しましたので申し訳ありません）

出席報告
会員数
出席率

42名
61.90％

例会

●幹事：菅原

義男

●編集：クラブ管理運営委員会

本日のゲスト
藤塗装店

代表

安藤

久司 様

幹事報告

洋食弁当

創立記念日

ジョンF. ジャーム

第2176回（2月21日）例会記録

奉仕プロジェクト委員会
国際奉仕委員会

次週献立予定

2016〜2017年度 ＲＩ会長

前回例会の報告

夜間例会「クラブフォーラム」

本日献立

賢二

「人類に奉仕するロータリー」

出席者数
欠席者数

26名
16名

１．本日例会終了後、理事会がございます。関係
者はお集まり下さい。
２．ポリオ募金のお願い
お一人 100 円をお願い致します。
３．ワンコインニコニコＢＯＸご協力お願い致
します。
委員会報告
１. 米山奨学記念委員会 加藤栄吉委員長
本来なら10 月「米山奨学月間」時に、従来か
らの会員継続的寄付のお願いをしなければ
なりませんでしたが、ロータリーの友の取材や
ＩＭ準備等でついつい疎かになってしまいま
した。一生懸命これまで実践されてきた歴代
委員長に申し訳なく思っております。すでに、
従来通り自発的に寄付を申し出ておられる何
名かの方はおられますが、大半の方はまだの
状況です。これから事務局より寄付のお願い
のお知らせ が送られていきますが、お一人
10,000 円の寄付をお願い致します。新しい
会員の中にはまだ一度もなされたことのない
方もおられます。この方々には確定申告で税
金の控除になることなど含め、個別にご説明、
ご依頼に廻る予定でおります。皆様のご配慮
の程宜しくお願い致します。
２. 室蘭北ロータリークラブ
ゴルフ同好会 小野寺浩二幹事
3/4〜3/6 の 3 日間、静岡にゴルフツアーに行
ってきます。当日の集合は 9：00 ですので宜
しくお願いします。

●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（ホテルサンルート室蘭）
●電話 0143-45-6569
●ＦＡＸ 0143-50-6578
●URL http://murokita-rc.org/
●E-mail mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

前回例会のプログラム

卓話「株式会社北央技研の業務紹介
−非破壊検査について−」
吉田
隆 会員
クラブ管理運営委員会
非破壊試験は材料・機器・構造物が健全で、
安心して使用できることを保証するために必要
な試験項目の１つであり、多くの工業分野で適
用されていることは周知の通りであります。
「非破壊試験」という用語がわが国で用いら
れてから約50年になるので、多くの技術者は非
破壊試験の概要を知っていただいているはずで
ありますが、以前には非破壊試験の国際会議が、
「国際的に破壊活動を謀議する会議」と誤解さ
れたこともあります。
言うまでもなく、非破壊試験はその様な物騒
な物ではなく、「物を壊さないで」試験する技
術であります。英語のNon-destructive Testingを単語の順に直訳したもので、必ずしも良い
訳ではないのですが、今さら変更すると混乱す
るので変更はしないそうです。
非破壊試験は最近急速に普及し適用されてき
ております。このことは、工業界の競争が激し
くなり、より良い品質の物を、より早く、より
安く作る必要に迫られているからであります。
そのために、各社、不合格品が少なくなるよう
工程の無駄を省くよう努力しております。また、
不良材料の早期発見、加工不良の生じない加工
方法の確立など、製造会社自身が非破壊試験を

必要とするようになってきております。
さらに、最近の構造物は次第に高温・高速・
高負荷と使用条件が厳しくなり、また内容物も
腐食性・放射性・引火性・爆発性などの危険性
が増していますので、構造物の事故防止のため
の安全性の認識が重要となっています。このた
め性能に悪影響を及ぼす欠陥がないかどうかを、
構造物の発注者側も重視しているので、非破壊
試験によって調べる必要が生じてきています。
材料や製品に欠陥が存在しなければ、無欠陥
の材料の機械的強度試験によって得られたデー
タに基づいて設計された強度があるはずである。
ところが実際には完全無欠な材料は期待できな
いし、完全無欠な工作報も期待できません。
従って、材料や製品にどの程度の欠陥を含んで
いるかを実物について調べ、その使用目的に対
して十分に安全であるかどうかを判断する必要
があります。
しかも、工業製品は必ず経済性も要求されま
すから、非破壊試験によって材料や製品の品質
が正しく評価されるならば、使用目的に応じて
過剰品質にならないようにするとともに、逆に
材料を節約するための極限設計に近づくことも
可能となります。しかし、現状では非破壊試験
の検出力には限界があり、また、その結果から
性能を推定することについては未知数の部分が
多いので、今後の研究を待たなければならない
ところです。
現代は環境変化の早い時代ですが、当社にお
いては社員一同、技術の研鑽に努め地域社会の
安全安心に貢献すべく努力しております。

感謝状贈呈
青少年奉仕委員会 笹谷 豊明 委員長
2016〜2017 年度青少年奉仕委員会の新たな活動として、青少
年の学力向上、本離れ防止を支援しようと市立旭ヶ丘小学校に図書
と特製の本棚を寄贈することにしました。この本箱の作製には社会
奉仕委員会の予算を使わせていただき、そして、内池広報委員長に
も協力していただきました。感謝申し上げます。
本日は本箱の仕上げ塗装を無料でご奉仕していただいた藤塗装店
代表安藤久司様に、徳永会長より感謝状を贈呈致します。

今週のロータリー用語
●クラブ奉仕（Club Service）
ロータリーの第一奉仕部門。クラブの機能を充実
させるためにローあり餡が取るあらゆる必要な行動

にかかわるものである。
●クラブ理事会（club board of directors）
クラブ細則に従って構成されたクラブの管理主体。
クラブ広報委員会

RAC INFORMATION
日台ＲＡＣ合同例会開催
平成28年12月3日、プレミアムホテルＴＳＵＢＡＫ
Ｉ札幌に於いて、ＲＩ第2510地区ＲＡＣとＲＩ第
3500地区「台湾」新竹北区ＲＡＣとの合同例会が
開催されました。
昨年1月に台湾研修旅行で新竹北区ＲＡＣとの交
流がきっかけとなり、今回の合同例会開催となりま
した。台湾側からは楊潤婷ＲＡＣ委員はじめＲＡＣ
4名、こちら側としては荒井青少年担当地区幹事は
じめ、9名のロータリアン、当地区ＲＡＣより15名の
参加がありました。
例会は、日台両国の国歌、ローターアクトソング
斉唱の後、荒井地区幹事より挨拶、両地区代表挨拶
がありました。その後記念品交換、バナー交換が行
われ、両地区の奉仕活動報告が行われました。その
後、懇親会へと移りました。両地区のＲＡＣの友情
を確認することができた懇親会となりました。
（文責 川本康裕）

当地区

三浦 地区代表

第3500地区
（楊梅ＲＡＣ）
郭 哲豪 地区代表

荒井 地区幹事

第3500地区新竹善宇ＲＣ
楊 潤婷 ＲＡ委員

会を多地区合同奉仕活動であることを承認す
る件について …………………………… 承認
第８回理事会 議事録
賛同する。
日 時：平成 29 年 2 月 21 日（火）13：30〜
５．会長エレクト研修・米山・Ｒ財団セミナーについ
場 所：ホテルサンルート室蘭
て ………………………………………… 承認
出席者：徳永賢二、菅原義男、松田博文、赤崎幸三、 ６．室蘭工業大学留学生交流推進懇談会・留学生交
小野寺浩二、齊藤俊一、斉藤崇、廣瀬禎、
流会について …………………………… 承認
笹谷豊明、加藤栄吉
廣瀬会員と本間会員2名出席。
【議 題】
ご祝儀10,000円を支出。
１．2月28日（火）国際奉仕委員会・クラブフォーラ ７．青少年奉仕委員会・ＲＡＣ温泉交流会について 承認
ムについて ……………………………… 承認 ８．村上さんへの感謝状について ………… 承認
5,000円程度のお花にお礼状をを添えて届ける。
お車代について（3,000円×2名）6,000円
２．3月7日（火）理事会について …………… 承認 ９．その他
○親睦活動委員会…麻雀大会について（承認）
12：00より行う。
○青少年奉仕委員会…3月1日旭ヶ丘小学校の
３．4月4日（火）献血例会について ………… 承認
朝礼時に本棚贈呈 （承認）
40名程度の人数を目標に、会員企業の皆様に
○ライオンズクラブ第63回年次大会の件（承認）
協力をお願いする。
他クラブの動向を確認する。
４．
ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員

議

事

録

