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本日のゲスト
弁護士法人　北海道みらい法律事務所
 弁護士　本間　寛菜 様（室蘭北RＡC）
米山記念奨学生 ショウ・カンメイ 様

2019年10月8日（火）　第2298回　例会

●10月は経済と地域社会発展月間・米山月間です。

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

第2297回（10月1日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和食ランチ（刺身定食）

次回献立予定

アオバ薬局　代表　吉田　　聡 様
（洞爺湖ＲＣ）

クラブ管理運営委員会

卓話「洞爺湖ロータリークラブの
　　　　　　　　生き残りは可能か」

次回の予定プログラム

一般社団法人室蘭観光協会　
事務局長　仲嶋　憲一 様
クラブ管理運営委員会

卓話「室蘭観光協会の
　　　　　取り組みについて」

現　在　＄１＝108円
10月のロータリーレート

※10/22（火）は法定休日により休会です。

会長報告
１．吉田　隆会員の訃報について
　　9/30（月）14：00にご逝去されました。
　　心よりご冥福をお祈り申し上げます。尚、
葬儀の日程等は改めてご案内いたします。

２．10/8（火）第２回ロータリーを知る・
11/5（火）第３回ロータリーを知るの開
催について

　＊米山記念奨学生ショウ・カンメイさんに奨
学金を支給いたします。

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．地区大会の件　
　　地区大会事務局より
　　受付と会場は場所が違います。お間違えの
無きようお願いいたします。

　　会場の北ガス文化ホール（千歳市民文化セ
ンター）のオープン時間の都合上、お手数
ですがANAクラウンプラザホテル千歳２
階にて午前8：00から執り行いますので宜
しくお願い致します。

　　施設の都合上北ガス文化ホールのロービー
は8：45にならないと入れません。大ホー
ルへの入場は9：00からです。それまでは、
ANAクラウンプラザホテル千歳でお待ち
いただいても結構です。

　　　9：20　オープニング
　　　9：30　本会議
　　となりました。
　　車での来場の方について、会場の北ガス文
化ホール（千歳市民文化センター）は勿論
ご利用頂けますが満車の場合は、イオン駐
車場もご利用頂けます。当日はロータリア
ンがご案内致します。

　【バスをご利用の方】
　　シノヤマ観光バス
　　御崎駅前 6：45
　　日本製鉄前 6：48
　　※乗車される方がいないので
　　　停車しないことになりました。
　　東室蘭東口高速バス停乗場付近 6：50
　　寿1丁目バス停 6：53
　　ホテルサンルート室蘭前 6：58
　　セブンイレブン室蘭工大前店 7：03
　　高砂郵便局前 7：06
　　※乗車される方がいないので
　　　停車しないことになりました。
　　道南バス若山営業所前 7：13
　　高速（途中トイレ休憩）
　　北ガス文化ホール 8：20着予定

幹事報告

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。



３．RACより第北海道ローターアクト交流会
のご案内が届いております。登録ご希望の
方は、回覧致しますので、お申込み下さい。

　　　日時：2019年10/26（土）～27（日）
　　　登録受付：12：00～ 
　　　開会式　：13：00
　　　メインプログラム：14：00
　　　懇親会　：18：00
　　　２次会　：20：30
　　　会場：開会式・懇親会・宿泊先
　　　　　　ホテルサンプラザ（岩見沢市）
　　　登録料：3,500円・懇親会：4,000円
　　　2次会：2,500円・宿泊費：8,000
　＊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。

１．国際奉仕委員会　米塚副委員長より
　　（委員長欠席の為）
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　９月の募金額は8,474円です。前年度繰越
金と合わせて118,632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　工藤委員長より
　　ワンコインニコニコBOXの報告
　　９月の募金額は7,984円です。累計金額
25,349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いたします。

３．ゴルフ同好会より

委員会報告

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
3名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

33名
15名

68.75％

各種記念日

結婚記念日　西城　　明 会員　10月7日

創立記念日　赤崎　幸三 会員　10月1日

創立記念日　西城　　明 会員　10月1日

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（ウランバートル意外と都会でした）
赤崎幸三（地区大会参加しましょう）
小野寺浩二（誕生記念日・創立記念日にあたり。
ローターアクト協議会に参加しました）
猪俣英二（3日間の交通安全啓蒙活動天気が良くて
よかったです）
中田孔幸（創立記念日にあたり）
工藤一人（ゴルフ同好会雨の中ご苦労様でした）

前々回例会のプログラム

弁護士法人　北海道みらい法律事務所
弁護士　本間　寛菜 様
クラブ管理運営委員会

卓話「室蘭の女性弁護士
　　　　としての活動について」

●プロフィール
　平成４年、留萌市生まれ。
　平成27年　香川大学法学部法学科卒
　平成29年　北海道大学法科大学院修了
　平成30年　弁護士登録（札幌弁護士会）

　北海道みらい法律事務所の弁護士の本間寛菜
と申します。本日は、室蘭での女性弁護士として
の活動についてというテーマでお話しさせてい
ただきます。
　まずはじめによくご質問を頂く、どうして私が
弁護士になろうと思ったかについてお話ししま
す。私が弁護士になろうと思ったきっかけは、中
学校３年生の時に教科書か何かで国選弁護人が
少ないということを知り、それなら自分がなり
たいと思ったことにあります。大学は法学部に
入り、法律が面白いと感じたので大学院に進学
して司法試験を受験することを決めました。
　次に良く頂く質問は、どうして室蘭で活動しよ
うと思ったのかということです。私は留萌市で
生まれ育ちました。留萌市は司法過疎地といわ
れていて、今は２つの法律事務所がありますが
長らく弁護士不在の地域でした。大学院生の時
に地元に帰省した際、私が法律の勉強をしてい
ることを知っている方からご相談いただいたこ
とがありました。たとえ小さな街であっても人
が生活している以上トラブルがあり、悩んでいる
人がいることを知りました。また私にお話をし
てくれたことから、いきなり弁護士に相談する
のはハードルが高いことも感じました。そこで、
私は地方で気軽に相談できる町医者のような弁
護士を目指したいと思いました。そんなときに、
室蘭のみらい事務所とのご縁がありました。多



第４回理事会　議事録
日時：2019年10月1日（火）13時30分～14時25分
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、徳永賢二、内池秀光、猪俣英二、
　　　　廣瀬禎、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．10/29（火）社会奉仕委員会・クラブフォーラム
について
　献血活動、交通安全啓蒙活動、カントリーデー
（知利別川清掃）などの社会奉仕活動の内容と、
その活動を始めた意図などの経緯を、今まで主と
してかかわってきた会員のお話などを聞き、まと
め、当日までにお話しいただく会員を決める流れ
で進めたい。当日は「卓話」の形式ではなく、大
いに議論していく形式で考えている。

２．青少年奉仕委員会よりＲＡＣ出金の件について
　前回理事会にて、「地区大会のＲＡＣ参加者は7
名。3名の登録料は各種登録料より、4名の登録
料は青少年奉仕委員会費よりと取り決めたが、そ
の後更に4名の参加ということになり、登録料計
2万円を青少年委員会費より支払済み。事後承諾

ではあるが、承認頂きたい。 …………（承認）
　※今後のＲＡＣへの拠出金を明確にする為にも、
ＲＡＣ内で年間の予算案を早急に作成するよう
に、ＲＡＣ会計担当に申し伝え済み。

　※３ＲＣ合同夜間例会での収益事業の収支報告は、
会長幹事会にて報告する予定。

３．九州北部豪雨災害と台風15号による千葉大規模
停電への義捐金のお願い。
　第2510地区福田ガバナーより上記義捐金のお願
いが来ている。来週（10月8日）例会時に義捐金
を会員に呼びかける ……………………（承認）

４．室蘭民報社より、10/22「即位礼正殿の儀」祝賀
広告掲載依頼について
　上記広告料、22,000円（税込）の依頼あり。
………………………………………………（承認）

５．その他
○10/26（土）27（日）第18回ローターアクト交
流会の件について
　岩見沢にて行われる上記交流会に室蘭北ＲＡＣ2
名参加。登録料、宿泊費、交通費、合計4万円を
青少年奉仕委員会費より拠出。 ………（承認）
○吉田会員逝去に伴い、小野寺会員をＳＡＡ及び理
事に選出（副ＳＡＡは藤井会員）。

議　事　録

第５回室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和元年９月１６日（月）　於　伊達カントリー倶楽部

椛澤　哲也
高岸　満則
廣瀬　　禎
猪俣　英二
赤崎　未希
斉藤　　聡
水野　　治
塚田　智憲
工藤　一人
本間　　信
木村　卓也
米塚　　豊
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くの同期の弁護士は札幌か東京で仕事をしてい
ますが、先に述べた通り私は地方での活動に興
味があったことから１年目から室蘭で活動する
ことを選びました。また、室蘭には今まで女性弁
護士がいなかったということで、初めての女性
弁護士としてどこまでできるのかを試してみた
いという思いもありました。
　現在の活動についてお話しします。女性弁護
士に依頼したいということで、女性の方からご
相談を頂くこともあり、ニーズはあったことが
わかりました。
　日々取り組んでいる事件は多様なものがあり
ます。実際に扱っている事件としては、離婚・相
続などの家事事件と刑事事件が多い印象です
が、その他の一般民事事件、債務整理や会社から
ご依頼を受けているものなど本当に多様です。
　本来の弁護士業の他にも様々な活動をさせて
いただいております。今後も活動の幅を広げて
地域の皆さんの頼れる弁護士になれるよう精進
してまいります。



室蘭民報に掲載されました。 クラブ広報委員会より


