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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2298回（10月8日）例会記録

室蘭岳

本日献立 洋食ランチ（ハンバーグきのこソース、ラ
イス、サラダ、スープ、デザート）

次回献立予定

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「室蘭観光のこれから」

次回の予定プログラム

奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕委員会

夜間例会「クラブフォーラム」

※10/22（火）は法定休日により休会です。

会長報告
１．地区大会の報告
　　会員・米山記念奨学生・ＲＡＣ・事務局 44
名の出席。

２．ガバナー事務所より
　　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が来ており
ます。後程皆様のテーブルを回りますので
ご協力をお願い致します。

３．吉田会員のご逝去に伴い、クラブ細則第３
条・第３節　欠員補填

　　小野寺浩二会員をＳＡＡ及び理事に選出さ
れました。又副ＳＡＡには藤井徹也会員が
選出されました。

　＊募金額 34,500 円になりました。ご協力あ
りがとうございました。ガバナー事務所へ
送金させていただきます。

１．吉田会員の件
　　10/11（金）お別れの会が行われます。
２．10/24ポリオデーについて
　　回覧いたします。
　＊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。

幹事報告

１．社会奉仕委員会　猪俣委員長より
　　クラブフォーラムの件
　　10/29（火）18：30よりクラブフォーラ
ムを開催いたします。

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

37名
13名

74.00％ 各種記念日

誕生記念日　工藤　一人 会員　10月8日

誕生記念日　村井　幺乙 会員　10月11日

誕生記念日　黒崎　　清 会員　10月15日

結婚記念日　宮本　一章 会員　10月10日

ニコニコＢＯＸ

吉田聡様（卓話にあたり）
藤井徹也（地区大会お疲れ様でした）
赤崎幸三（地区大会元気よく終われました）
西野義人（長男が水元少年野球部卒団につき）
松田博文（地区大会出席できませんでした）
菅原義男（地区大会出席してきました）
菅原正明（地区大会、会長幹事ご苦労様でした。
もう半分終わってます）
川本康裕（洞爺湖ＲＣ直前会長吉田様卓話ありがとうございました）

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。



①洞爺湖ロータリークラブ栄光の過去
　洞爺湖ロータリークラブは伊達ロータリークラ
ブをスポンサークラブとして1969年2月3日創
立、加盟承認は2月24日、チャーターメンバー26
名で出発しました。東郷青児作のバナー、桑山真弓
作曲の洞爺湖ロータリーの歌は自慢でき、当時の
クラブとしての意気込みを感じます。残念ながら2
度にわたる有珠山噴火とともに会員数も減少し
ました。
②私が入会してから創立50周年まで
　私が入会してから15年経ちました。その間会員
数は10名を行ったり来たり。一時7名まで減少し
たこともありました。今年4月に創立50周年事業
を迎えるにあたり、やっと11名まで増員できまし
た。人数的にはほとんど変化はありませんが、世
代交代は確実に進んでいます。
③洞爺湖クラブの生き残りへ向けて
　前回のＲＩ規定審議会後、当クラブも生き残りを
かけて規約を改定しました。

　○毎週の例会を月２回夜間例会とする
　○入会後２年間に限り準会員としての
　　在籍を認める

　今後も行動しながら改善を重ねていきたいと
思います。特に会員増強については、決議23-24の
精神を忘れず地道にあせらず行動していく所存で
す。結果として我が洞爺湖ロータリークラブはな
んとか生き残っていけると信じております。

記念ゴルフ大会　10月4日午前
　福田ガバナーも驚く悪天候のなか、シャムロッ
クカントリー倶楽部新千歳空港コースで開催され
ました。
　2510地区から81名の参加があり、当クラブか
らは6名の参加がありましたが、悪天候のため
ハーフで打ち切りとなってしまいました。
　【成績】
 4位　工藤会員
 7位　塚田会員
 18位　猪俣会員
 22位　椛澤会員
 39位　水野会員
 59位　木村会員

大会第一日目　10月4日(土)午後
　ANAクラウンプラザホテル千歳にて会長・幹事
会、地区指導者育成セミナー、ＲＩ会長代理ご夫妻
歓迎晩餐会が行われました。

　会長・幹事会では、協議事項の確認・地区大会運
営についての確認・前年度決算報告・大会運営会
からの報告などがありました。
　続く地区指導者育成セミナーでは、RI2830山
崎淳一パストガバナー(五所川原RC)による基調
講演「奉仕の心を学び、伝え、実践しよう」とのテー
マからロータリーの変遷と本質をお話しいただき
ました。
　休憩をはさみ福田ガバナーと三名のパストガバ
ナーによるロータリー放談「ロータリーを語る」が
行われました。
　RI会長代理ご夫妻歓迎晩さん会では千歳フィル
ハーモニーオーケストラとcoba84による演奏の
中コースディナーを楽しみ各クラブとの懇親を深
めました。

大会二日目　10月5日(土)
　北ガス文化ホール三階大ホールにて本会議が
開催され、当クラブからは会員・米山・RAC・事務

地区大会報告（10/4・5）

前々回例会のプログラム

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」

●プロフィール
　昭和50年　東北薬科大学卒。薬剤師。
　昭和54年　家業の薬局を継ぎ、現在アオバ薬局代表。
　ＰＴＡ会長、民生児童委員等を経て、町教育委員、
　町商工会理事、自治会長、各団体評議員等を務める。

●ロータリー歴
　平成16年　入会
　直前会長。現在クラブ管理運営委員長。



RAC INFORMATION 室蘭北ローターアクトクラブ　幹事　小椋 圭修

局総勢44名の参加となりました。
　恒例のクラブ紹介での「ヤー」という掛け声は
地区の中ではひときわで、活発な活動を行ってい
る室蘭北ロータリークラブを印象付けることがで
きたと思います。
　「奉仕の理念とロータリーの未来」と題して、RI
会長代理でRI2840本田博己パストガバナー(前
橋ロータリークラブ)による記念講演が行われま

した。世界規模での経済活動における「成長の限
界」というのが印象に残ったお話でした。
　午後からの記念懇親会では別プログラムで行
動していた室蘭北RACメンバーも合流。マグロの
解体ショーなどのアトラクションを楽しみ盛会の
うちに幕となりました。

（文責：　幹事・西野義人）

 赤平市にて開かれました第47回地区協議会に、室蘭北ローターアクトクラブより5名参加させて頂きま
した。ガバナーの福田武男様、ガバナーエレクトの福井敬悟様も参加され、
 盛大に開かれました。メインプログラムのワールドカフェや懇親会では、他クラブの会員と交流するこ
とができ、各クラブの活動や意識の高さを知る良い機会となりました。



室蘭民報に
掲載されました。
クラブ広報委員会より

 ２年間の修士課程留学は８月末のオリエンテー
ションから始まり、あっという間に１か月が過ぎ
ました。インターンから学生生活に切り替わり、ス
ウェーデン留学、特にウプサラ・SLUでの学生生
活に対し一般理解が深まりました。そこで初回報
告は以下の３項目⑴スウェーデンの学生生活⑵プ
ログラムの概要と現在の講義⑶ロータリークラブ
との交流について書いていきます。
 ⑴スウェーデンの学生生活
　実際に学生として過ごすようになってからス
ウェーデン（ウプサラ）独特の大学制度、学生文化
を知りました。大学制度として、一括サイトにログ
インすることで各学期の履修登録もする仕組みと
なっていました。更に履修要件と通学条件等を満
たせば、次の学期以降はスウェーデン国内どこの
大学のコース（講義）でも受講が可能です。各修士
プログラムによって推薦されるSLUでの講義が
あるため、基本的にはそれに沿って毎学期の履修
を検討することになりますが、選択肢は広く用意
されていました。
　また、学生文化として、Student UnionとStu-
dent Nationsの存在があります。Unionは各大
学に一つずつ存在する学生組織で、大学教育のモ
ニタリングと留学生支援、新入生歓迎企画等を
行っています。Nationについては、ウプサラ独特
の学生文化であり、スウェーデン国内13地域の名
前がついた学生組織です。それぞれのNationが
Nation houseと呼ばれる建物をウプサラ市街
に構えており、学生向けに安価なCafeやPubを
独自に経営し、様々な催し（自習室、コーラス、絵
画、演劇、スポーツ等）を企画しています。ウプサラ
大学が創設された後、16世紀から続いている文化
で、スウェーデン出身の学生は自分の出身地であ
るNationを選び、留学生は各自の好みで所属先を

選びます。
⑵プログラム概要と現在の講義
 修士プログラム「Soil, Water, and Environme
nt」で共に学ぶ学生は約13人でした。各講義には
ウプサラ大からの受講生や交換留学生もいるた
め、少なくとも約30人の学生がいます。スウェー
デン出身の学生割合は約４分の１で、想像以上に
様々な地域からの学生と出会います。現在受講中
の9～10月末までの講義は「Soil physics ̃Soil 
water processes in agroecosystems̃」で、
基礎知識を座学で習うのと並行して、コンピュー
タ上でSTELLAというモデリングソフトを使って
様々な状況をモデルとして再現しています。今後
グループワークで論文討議やSTELLAの題材を
用いたプレゼン等を経て、10月末の期末試験を迎
えます。
⑶ロータリークラブとの交流
　９月はじめに、Uppsala-Aros Rotary Clubの
Bengt Erikさんとランチをかねて今後について
話す機会をいただきました。Bengt Erikさん自身
はSLUの経済学部を卒業しており遠い先輩にあ
たる方でした。Bengtさんの話によると、ウプサ
ラには計８つのロータリークラブがあり、Arosは
50人弱くらいの会員数で毎週火曜日に朝食ミー
ティングで集うそうです。その際にゲストが話す
機会があるそうで、私も春頃話す機会をいただく
ことになりそうです。ウプサラ大学病院の一部屋
がArosクラブの拠点となっているそうです。ウプ
サラのロータリークラブには毎年、平和フェロー
の交換留学生が数名お世話になるそうですが、グ
ローバルグラントの留学生は私が初めてとのこと
でした。今年は約10人の留学生がロータリークラ
ブにお世話になるということで人数多めの年だ
そうです。（終）

ロータリー月例報告　Vol.1
　重井　真琴　　　留学先：スウェーデン農業科学大学（SLU）


