
中華ランチ（冷やし中華）

●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

本日のゲスト
室蘭市経済部
 産業振興課　主査　　井村佳代子 様
室蘭市企画財政部
 企画課企画係　主査　　鈴木　晶子 様
国際ロータリー第 2510地区
　地区財団奨学金・学友委員会
 委員長　　出村知佳子 様（札幌北ＲＣ）
2019-2020 年度ロータリー財団奨学金
 グローバル奨学生　　重井　真琴 様

2019年7月23日（火）　第2289回　例会

●6月はロータリー親睦活動月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：赤崎　幸三　●幹事：西野　義人　●編集：クラブ管理運営委員会

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 前回例会の報告

次回の予定プログラム

第2288回（7月16日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和洋中８品（冷菜、オードブル、米なす麻婆、
エビチリ、太刀魚レモン焼、ローストビーフ、
牛茶漬、デザート）

次週献立予定

室蘭まちづくり放送株式会社
代表取締役　沼田　勇也 様

クラブ管理運営委員会

クラブ管理運営委員会
親睦活動委員会

卓話「開局10年のＦＭびゅ～を振り返る」

※次週7月30日（火）はクラブ指定休会です。
※7月30日(火)はクラブ指定休会ですが
　第２回クラブ協議会が１２:３０より開催
　されます。関係者はお集まりください。

１．本日18：30より、ホテルサンルート室蘭
に於いてクラブ協議会が開催されます。関
係者はお集まりください。

２．今年度クラブジャンパーを新調することと
致しました。次回例会にて試着していただ
きご注文承ります。

　＊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。

幹事報告

１．2018-2019年度　会計報告
　　前年度会計　松田会員より
２．親睦活動委員会より
　　例会終了後親睦活動委員会を開催いたしま
す。関係者はお集まりください。

３．青少年奉仕委員会　廣瀬委員長より
　　蘭東少年野球大会前期閉会式のご報告
４．Ｒ財団委員会　加藤委員長より
　　出村委員長並びに重井真琴様より御挨拶。

５．川本康裕会員より
　　2018-2019 年度地区補助金 10 万円を申請
し、蘭東少年野球同好会へ優勝旗一式を贈
呈、報告書がまとまりガバナー事務所に提
出したことを報告いたします。

委員会報告

夜間例会「親睦夜間例会」

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

50名
2名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

39名
11名

78.00％

各種記念日

誕生記念日　西野　義人 会員　7月22日

創立記念日　岸田　　理 会員　7月22日

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。



前回例会のプログラム

●井村佳代子様　プロフィール
　平成13年度に室蘭市役所入庁。
　戸籍住民課、企画財政部企画課勤務を経て
　平成29年度から経済部産業振興課にて
　雇用・労働の仕事に従事。

　室蘭市内では、人手不足という実情もあり、こ
れまで男性社員しかいなかった職場に女性を採
用する企業が増えています。そのため、女性特有
のハラスメント（特にセクシャルハラスメント）
を気にされる経営者や社員の方も多いのと感じ
ておりますが、ハラスメントはどうしても人それ
ぞれの感じ方によってライン引きも変わってく
ることから、非常に難しさがあります。
　今回は、国の働き方改革の動きと併せて、性別
の違いによる仕事に対する考え方や感じ方の違
い、それに伴うハラスメントの事例などについ
て説明させていただきます。

『働き方改革法を知ることで防げるハラスメント』
　働き方改革法について、中小企業の場合2019
年度から順次スタートしておりますが、来春か
らは残業時間の「罰則付き上限規制」が開始され
ます。
　従業員の皆さんの中には、ハラスメントとい
う言葉をあまりにも聞くがゆえに敏感になりす
ぎて、「残業してほしい」ということ、それだけを
伝えるだけでハラスメントになるのかな？と単
純に疑問に感じる方も少なくないと思います
が、実際、労働基準を守っていれば、ちゃんとし
た業務理由があればそれは基本はパワハラとは
なりません。そういう意味でも、働き方改革法
を、頭の片隅にでも入れておくことは非常大切
です。

『男女の仕事の向き合い方の違いを知ることで
防げるハラスメント』
　ライン引きが非常に難しいセクシャルハラス
メント。男性部下と女性部下との違いについて、
「どんな気持ちで働いているのか」「上司をを嫌
いになる瞬間と部下に好かれる方法」などの事
例をお話ししました。男性・女性の脳科学的な違
いから、例として、男性は上司を苦手を思う瞬間
は「尊敬できなくなったとき」に対して、女性は

「生理的に無理と感じたとき」…それらを踏まえ
た部下とのコミュニケーションの取り方につい
ての事例を説明しました。
　性別関係なくお互いに気持ちよく働くために
は、最後に行きつくのはやはりコミュニケー
ション。一度こじれたものはなかなか修正が難
しいのが人間関係ですので、最低限法律を把握
しておくこと、女性と男性の仕事に対しての感
覚等が異なる場合があること少しだけ頭にいれ
ておくことが必要と思います。
　今回お話しさせていただいたことが、何かの
気づきになっていただければ幸いです。

室蘭市経済部産業振興課　　　　
主査　井村　佳代子 様

室蘭市企画財政部企画課企画係　
主査　鈴木　晶子 様
クラブ管理運営委員会

卓話「解決 ハラスメント ～お互いが
　  働きやすい職場になるためには～」

●鈴木晶子様　プロフィール
　2年の民間勤務の後、平成19年度より
　室蘭市役所建築系技術職員として入庁。
　都市建設部勤務を経て企画財政部企画課で
　政策調整の仕事に従事。

ニコニコＢＯＸ

出村知佳子様（本日は御クラブよりご推薦を頂き
ました2019-2020年度グローバル奨学金奨学生の
重井真琴さんと一緒に正式合格と出発の御挨拶に
伺いました。皆様のご支援に深く感謝申し上げます。）
赤崎幸三（ゴルフコンペ参加賞頂きました）
藤井徹也（7/13～14岩見沢グリーンテントで行われた
JoinALive2019行ってきました）
廣瀬禎（蘭東少年野球前期納会式が多数のＲＣ会員
の参加で無事終了しました。ゴルフ同好会3位入賞につき）
内池秀光（今日から卓話スタートです！！どうぞ宜し
くお願いいたします）
西野義人（7/13水元少年野球部蘭東少年野球同好会
前期リーグ制しました）
椛澤哲也（同好会コンペで優勝しました）
齊藤俊一（室蘭シャークスが5年ぶりに都市対抗野
球全国大会に出場します）
工藤一人（ゴルフ同好会ぜんぜん行けてません）



議　事　録

第１回クラブ協議会　議事録
日　時：2019年7月16日（火）18：30～19：40
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、斉藤　崇、宮本一章、
　　　　水野　治、工藤一人、木村卓也、
　　　　猪俣英二、上口喜代志、椛澤哲也、
　　　　廣瀬　禎、加藤栄吉、塚田智憲、
　　　　宮本秀樹、岸田　理、黒崎　清、
　　　　斉藤　聡、広瀬　勲、
　　　　藤井徹也（議事記載）21名
【協議事項】
１．今年度クラブ運営について
　・会長方針の「全員参加」にこだわって活動
していきたいと思う。

　　若い世代とベテラン会員の交流を図りなが
らも、伝統やロータリーの意味を失わない
ように活性化させてゆきたい。

　　若手の委員長が多く、活動計画、委員会運
営などがやっと解ってきた段階かと思うが、
今後も「全員参加」を胸に置き、委員会活
動の中身を作っていってもらいたい。

　　例会出席率が低い会員への働き掛けも、委
員長自らが動いて働き掛けを行ってもらい
たい。

　・委員会運営に関し、わからない点などがあ
れば、幹事にどんどん聞いてもらいたい。

２．ガバナー公式訪問について
　・第2510地区ガバナー　福田武男様（千歳
ＲＣ）、第9グループガバナー補佐　荒井
孝亘様（室蘭東ＲＣ）をお招きする。

　・ガバナー公式訪問は、ガバナーにクラブを
知ってもらうのが一つの目的。

　・クラブ協議会は限られた時間なので、通り
一遍の活動説明ではなく、室蘭北ＲＣなら

ではと思われるような内容が望ましい。
　・オブザーバー出席者の質問内容は、事前に
シナリオを作っておいた方がいいのでは？

　　→次回協議会（7/30 12:30～）にて検討
する。

　・クラブ協議会式次第、例会席次、記念撮影
並び順、横断幕及び下げ札は、例年通り。

　　※クラブ協議会は17:30開始、例会は
18:30開始。

　　※ガバナー補佐、ガバナー補佐幹事の人数
によっては席数の変更有。

　　（8/6会長幹事会にて正式な人数決定）
　・例会時は酒席とせず、食事はお弁当との会
長・幹事案。

　　→早い時期の公式訪問クラブに、様子を問
い合わせて決めた方がいいのでは？

　　　苫小牧ＲＣに幹事より問い合わせる。
　・当日はネクタイ着用とする。
　・出席率は非常に印象に残るので、90％
（46名）以上を目指し、出席委員長をは
じめ、全員で呼びかけなどの活動を行う。

３．その他
・「勉強会を実施した方がいいのではない
か？」という意見がある。地区行事など、
他クラブとの活動時に恥をかかないために
も、ロータリー用語なども含め、勉強は必
要ではないか？ 

　　現協会を通し、会員間の懇親を深める目的
も含め、実施していきたい。

　　（クラブ広報委員会主催）
　　勉強会の資料は、以前実施された勉強会の
資料などを元に考える。

　・ロータリアンとしての勉強以外にも、若手
の委員長は「委員会活動について」や「委
員長の役割」なども勉強する必要があると
思われる。

　　手続要覧などを参考に勉強しては？

第３回室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和元年7月14日（日） 於 登別カントリー倶楽部

椛澤　哲也
塚田　智憲
廣瀬　　禎
高岸　満則
斉藤　　聡
本間　　信
米塚　　豊
斉藤　　崇

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

45

38

45

42

47

49

49

52

48

40

45

45

48

50

47

49

93

78

90

87

95

99

96

101

22.8 

4.8 

15.6 

12.0 

19.2 

22.8 

19.2 

22.8 

70.2 

73.2 

74.4 

75.0 

75.8 

76.2 

76.8 

78.2 

赤崎　幸三
水野　　治
笹谷　豊明
赤崎あゆみ
猪俣　英二
西尾　静枝
赤崎　未希
斉藤　富子

9位

10位

11位

12位

13位

14位

ＢＢ

ＢM

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

56

52

55

53

47

57

61

58

45

55

50

48

59

58

58

55

101

107

105

101

106

115

119

113

20.4 

26.4 

24.0 

19.2 

22.8 

30.0 

33.6 

22.8 

80.6 

80.6 

81.0 

81.8 

83.2 

85.0 

85.4 

90.2 



廣瀬　禎　青少年奉仕委員長

日時：７月１３日（土）１２：００
場所：神代町　室蘭市少年野場

蘭東少年野球同好会
室蘭北ロータリークラブ杯前期大会

９名のロータリアンが決勝戦を観戦し、閉会式に参加。
４チームが参加し「水元チーム」が栄えある優勝旗を。

青少年奉仕委員会掲示板

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。




