●３月は水と衛生決月間です。
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前回例会の報告

卓話「ためになる論語の
世界にふれましょう」

本日献立

バリー・ラシン

例会

本日のプログラム

北海道論語会

2018〜2019年度 ＲＩ会長

コウ

ハイグン

特別顧問
孔 佩群 様
クラブ管理運営委員会

洋食ランチ（スープスパゲティ）

次回の予定プログラム

卓話「世界の貧困問題への
水・衛生からのアプローチ」

第2270回（3月5日）例会記録
本日のゲスト
室蘭市消防署

主幹

開米

広樹 様

会長報告
１．松田会員のご母堂様が先日ご逝去されまし
た。ご家族の意向により近親者のみ執り行
われました。お知らせいたします。
２．役員机上プレートを購入いたしました。

船水 尚行 会員
クラブ管理運営委員会
次週献立予定

和食ランチ（カレイの甘酢あんかけ、ラ
イス、味噌汁、サラダ、デザート）

委員会報告
１．国際奉仕委員会 徳永委員長より
２月のポリオプラス募金額は 11,341 円です。
前年度繰越金と合わせて 46,602 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いたします。
２．親睦活動委員会 藤井委員長より
２月のワンコインニコニコＢＯＸの募金額は
5,000 円です。
３．社会奉仕委員会 齊藤俊一委員長より
献血例会について
４．クラブ広報委員会 加藤委員長より
来月 4/3（水）18：30 よりホテルサンルー
ト室蘭にて「ロータリー勉強会」を開催し
ます。昨年同様に「ファイヤーストームミー
ティング・炉辺談義」で、会食を伴った討
論形式のものです。来週から出欠回覧に附
します。新旧会員挙っての参加お待ちして
おります。

＊米山奨学金 ショウカンメイさんに奨学金を
支給します。
幹事報告
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．地区ＲＡＣ委員会より
国際ロータリー第2510地区ローターアク
ト『第46回大会』の仮登録のご案内が届
いております。登録される方は回覧致しま
すのでお申し込みください。
日時：2019年6月29日（土）
登録開始 14：00 開会式 14：30
会場：赤平市交流センターみらい
登録料：7,500円 ２次会：2,500円
宿泊：7,000円 登録のみ：2,500円
＊ポリオプラス募金一人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。

●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「近年の火災概況と
火災予防について」
室蘭市消防署

主幹
開米 広樹 様
クラブ管理運営委員会

近年の火災概況
昭和の時代には、昭和４７年５月の千日デパー
ト火災、昭和５７年のホテルニュージャパン火災な
ど、大規模な建物での火災が社会的に大きな影響
を与えましたが、近年は平成１３年９月の新宿歌
舞伎町雑居ビル火災、平成２２年３月の札幌市北
区のグループホーム火災などに見られるように、

●プロフィール
昭和46年 室蘭市生まれ
平成 ７ 年 室蘭市消防本部 消防吏員拝命（消防署配属）
平成22年 予防課 予防係長
平成26年 消防署 主査
平成28年 消防署 主幹

比較的小規模な建物でも、利用形態や内部構造に
よって大きな被害が出る火災が発生しています。
近年の火災件数・火災による死者は減少傾向に
あり、過去約１０年間のデータ比較でも、人口は

通常、電池寿命は「約１０年」なので、定期的
に動作確認を行い、寿命が来たら速やかに交換す
ることが必要です。

に大きな変動はありませんが、火災件数は約３割
減少しています。

もしも火災に遭ったら
火災時に発生する煙は危険です。特に垂直方向

住宅用火災警報器

への拡大から逃げるのは困難です。もしも火災に

火災による死者のうち、最も大きな割合を占め

遭ったら、焦らず落ち着いて行動し、絶対に中へ

るのは住宅火災によるものですが、住宅用火災警

引き返さないことが重要です。外出先では、避難

報器の普及は、死者の減少に大きな役割を果たし

誘導や放送に注意し、冷静に行動することが重要

ていると考えられます。

です。

各種記念日

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（明日より中国出張へ行ってきます）
菅原正明（PM2.5お気をつけください）
菅原悦子（平成30年度胆振総合振興局室蘭建設管
理部優秀管理技術者賞を受賞しました）
川本康裕（先日サクパルの演奏会を聴きに行きました）
椛澤哲也（3/4美園町に「百年の森」オープンしました）
西野義人（3/2西野製作所野球部顔合わせを行いました）
齊藤俊一（おかげさまで先週社会奉仕フォーラム無
事終了しました）
内池秀光（ハウスオブザイヤー受賞しました）

誕生記念日

岸田

理 会員

3月1日

誕生記念日

小玉

忠弘 会員

3月8日

結婚記念日

國田

雅弘 会員

3月3日

結婚記念日

内池

秀光 会員

3月4日

結婚記念日

米塚

豊 会員

3月6日

創立記念日

齊藤

俊一 会員

3月3日

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

48名
2名
46名

出席者数
欠席者数
出席率

34名
14名
70.21％

⇒食事代についてクラブから一部補助する。
………………………………………… （承認）
第９回理事会 議事録
３．青少年奉仕委員会・旭ヶ丘小学校への図書寄
日 時：2019 年 3 月 5 日（火）13：40〜
贈について（椛澤会員）
場 所：ホテルサンルート室蘭
⇒３年目となる今回は小学校側の要望をあ
出席者：菅原正明、赤崎幸三、小野寺浩二、
らかじめ聴取したうえで寄贈するものを選
加藤栄吉、菅原義男、本間信、齊藤俊一、
定する。……………………………… （承認）
川本康裕、米塚豊、藤井徹也、徳永賢二、
⇒継続案件と位置づけしている事業ではな
椛澤哲也、西野義人（議事記載）
いため次年度以降の事業として取り扱うか
検討を要請する。…………………… （確認）
【協議事項】
４．その他
１．4/23(火)職業奉仕委員会・職場訪問移動例会
⇒4月9日（火）社会奉仕委員会・献血例会につ
について（菅原義男会員）
いて。会員に現場での呼び込みをお願いする。
⇒岸田会員の浄誓寺で行う。バスが通れない道
午前10時から中休みを挟んで午後4時まで
路事情のため、会員相互に自家用車の乗り合
のため交代で行う案を作成する。… （承認）
い又は現地集合とする。
⇒国際奉仕委員会・室蘭岳登山について。5月
⇒通常の例会より早く集合する。12:15サン
26日(日)を予定し雨天時は6月9日(日)を代
ルート集合、12:30サンルート出発。終了時
替日とする。室工大の国際交流担当者と打ち
間は14:00を予定している。…………(承認）
合わせ済。会員の家族へも参加を呼び掛ける。
⇒職業奉仕委員会から昼食代を一部補助する。
詳細資料は次回理事会で提示。…… （承認）
…………………………………………… (承認)
⇒青少年奉仕委員会・RAC第46回地区大会に
２．クラブ広報委員会・ファイヤーストームミー
ついて。6月29日(土)に開催。室蘭北RACか
ティングについて(加藤会員)
ら2名の登録・宿泊料を補助する。…… (承認)
⇒ロータリー勉強会を炉辺談義形式で行う。
会員の出席は自費とする。…………… (確認)
RCの在籍年数や年齢を加味した班分けを行
⇒櫛引会員の所属委員会について。出席委員会
い討論し、お互いの親睦を深める。
の所属とする。……………………… （承認）

議

事

録

「炉辺談義〜ファイヤーストーム・ミーティング」

ロータリー勉強会

主催：クラブ広報委員会

・ 来たれ！ 若者、ベテラン、中堅、ロートル、翁の面々
・囲炉裏をはさんで新旧会員による意見交換
・飲食を伴に各層（世代別・年齢別・キャリア別）討論

と

き

ところ
会

費

締

切

2019年4月3日(水)
18：30開始
ホテルサンルート室蘭
3階 光華の間
3,500円
（クラブより一部補助）
3月26日（水）

Fire Storm Meeting

