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本日のゲスト
北海道アームレスリング連盟
理事長　伊藤　和也 様

2020年5月19日（火）　号外 ①

●５月は青少年奉仕月間です。
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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

前々回例会の報告

第2317回（3月31日）例会記録

室蘭岳

現　在　＄１＝107　円
５月のロータリーレート

１．理事会開催日変更のお知らせ
　　4/7から4/14に変更いたしました。
２．ロータリーの友事務所より
　　新型コロナウイルスに関する友事務所の対
応の件について

　　表題の件につき、特に東京都の感染状況は
日々拡大しているため、友事務所の対応策
を、以下のように決断いたしました。発刊初
めてのことでもあり苦渋の選択となります
が、事情をご理解いただき、宜しくご承知く
ださい。

　　①基本的に友事務所職員は在宅勤務とする。
期間は3/31～4/3とする。

　　②以上により、５月号の発行を中止し、５－
６月合併号の発行とします。

　　③編集部及び管理部に対する問い合わせに
はメールにて対応いたします。

　　④今回御対策は緊急事態の対応であり、状
況によりその都度判断します。

　＊４月より受動喫煙防止法の協力により、例
会場は２Ｆの喫煙ブース以外は禁煙となり
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。
受付に募金箱を設置しています。

幹事報告

会長報告
１．４月の例会会場について
　　3/31の臨時理事会にて、当面の例会は中止
とし、5/12から開催予定（会場はサンルー
ト室蘭）とすることを決定いたしました。

１．社会奉仕委員会　猪俣委員長より
　　献血協力奉仕を4/7（火）10：00～16：00に

行いますので、多数の参加をお願いいたし
ます。

委員会報告

各種記念日

ニコニコＢＯＸ

赤崎幸三（さらにひとふんばり、がんばりましょう!!）
藤井徹也（3/26室蘭市航空宇宙産業ネットワーク
（MAS-NET（マスネット））発足しました）
菅原正明（3/17誕生記念日につき）
小玉忠弘（1/8創立記念日、3/8誕生記念日につき）
渡部一姿（2/2誕生記念日につき）

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

30名
17名

63.83％

誕生記念日　徳永　賢二 会員　3月31日

新型コロナウイルス感染拡大の影響により例
会の開催を見合わせておりますが、４月まで
の活動を号外にて報告いたします。

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。



北海道アームレスリング連盟
理事長　伊藤　和也 様
クラブ管理運営委員会

卓話「アームレスリングについて」

　アームレスリングとは腕相撲に似た競技で専用
の台の上で試合を行わない方の手でグリップバー
を握り、胸が正面を向くよう互いに構え、手首を曲
げずに手の甲から前腕が水平になるように組みま
す。手の甲が台の上のタッチパットにつけると勝ち
になります。主審と副審の計２名によりジャッジさ
れ競技が行われていくスポーツです。日本ではま
だまだマイナーなスポーツではありますが、欧米と
くにアメリカ、ロシア、カザフスタン等は大変人気
があります。
　私達も現在、JAWA室蘭アームレスリング連盟
にて室蘭市の他登別市、伊達市から約25名のメン
バーで各大会に向け練習を宮の森体育館にて日々
励んでおります。アームレスリングは左右各７階級
あり各階級で北海道大会、全日本大会、アジア大会、
世界大会と毎年開催しております。
　昨年私事ではありますが、全日本大会にて80キ
ロ級左右両方で準優勝することができました。昨
年９月のポーランド世界大会にて４位の成績を残
すことができました。また今年度は５月に北海道
オープン大会を室蘭の地で開催さらには６月予定
の全日本大会を北海道（札幌）にて開催招致をす
ることができていたのですが、今現在で新型コロ
ナウイルスの影響により５月の大会は中止、さらに

全日本大会も中止になる可能性で今動いておりま
す。北海道での開催を大変楽しみにしていましたが、
残念で仕方がありません。私個人も７月開催のマ
レーシアアジア大会に日本代表として参戦の予定
でしたが、先日中止となってしまいました。
　今現在新型コロナウイルスにより大会どころか
練習もままならない状況ではありますが、今後も
アームレスリングの発展と北海道、室蘭からのアー
ムレスリング普及に向けた活動をしっかりやってい
きたいと考えております。ぜひ皆様にもアームレス
リングを観戦していただければと思います。
　今後ともよろしくお願い致します。

●プロフィール
　1970年　室蘭市生まれ。
　1994年　アームレスリングをはじめる
　2011年　全日本アームレスリング無差別級チャンピオン
　　　　　　アームレスリング世界大会出場
　2019年　アームレスリング世界大会　４位
○2004年より　財団法人室蘭体育協会
　　　　　　　　　　室蘭アームレスリング連盟会長
○2010年より　北海道アームレスリング連盟理事長
○小玉硝子トーヨー住器㈱　営業統括部長

前々回例会のプログラム

令和2年4月7日「献血例会」前回例会のプログラム

　4/7去年に続きモルエ駐車で献血活動を実施致しました。受付79人、採血者68人と去年に引き続き多く
のご参加、ご協力ありがとうございました。
　新型コロナの影響で他でキャンセルが出た為、4/9日もモルエ駐車場で開催されました。受付47人、採
血者40人と急な告知にも関わらず沢山のご協力を得られました。
　医療機関への安定供給がなされている事を、北海道赤十字血液センター所長の山本様よりもお礼の書
面が届いておりました。今回も沢山のロータリー関係者のご参加、誠にありがとうございました。

(社会奉仕委員長　猪俣　英二）



第４９回　I・M　役員構成
クラブ会長　　菅原　義男　　幹　　事　　藤井　徹也
ガナバー補佐　　加藤　栄吉　　補佐幹事　　内池　秀光
顧　　　　問　　及川　　力　　内池　眞人　　廣瀬　　禎

委　　　員委員会名 委員長 副委員長

実行委員長

西野　義人

実行副委員長

齊藤　　崇
赤崎　幸三

総務 岸田　　理
松田　博文
山口　雄平

小野寺浩二・宮本　一章・徳永　賢二
木村　卓也・荒谷　信幸・國田　雅弘
小玉　忠弘・土井　　伸・三浦　義隆
村井　幺乙

会場 猪俣　英二
米塚　　豊
宮本　秀樹

菅原　悦子・西尾　静枝・松島　　茂
船水　尚行・太田　義則・黒崎　　清
齊藤　俊一・笹谷　豊明・西城　　明
櫛引　秀明

親睦 内池　秀光
菅原　正明
椛澤　哲也

工藤　一人・水野　　治・本間　　信
上口喜代志・佐藤　隆夫・広瀬　　勲
川本　康裕・塚田　智憲・中田　孔幸
渡部　一姿

フォーラム形式　それぞれ各層２名程度のパネリスト選出、計６名程度
　　　　　　　　見識、専門性、話術の富んだＭＣ・司会者を依頼する

２０２０ｰ２１　ＲＩ　ホルガー・クナーク会長（ドイツ）

ＲＩテーマ
ロータリーは機会の扉を開く
Ｒｏｔａｒｙ Ｏｐｅｎｓ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ

地区テーマ
「守・破・離」の心で
初心を忘れず！　変化を恐れず！　希望の扉を開きましょう。

第２５１０地区　　　藤井敬悟ガバナー

第４９回　I・Mテーマ

人口減少時代　三つの扉
―――――若者・壮年・高齢層、三世代からの提言

人口流出、減少の歯止めが掛からない西胆振
何が原因なのか、何か知恵、手立てはないのか、

若者層、中高年層、老齢者層から幅広い意見を集約し提言とする



臨時理事会　議事録
日時：2020年3月31日（火）12：00～12：30
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、菅原義男、西野義人、菅原正明、
　　　　斉藤崇、徳永賢二、内池秀光、宮本一章、
　　　　小野寺浩二、加藤栄吉、猪俣英二、廣瀬禎、
　　　　椛澤哲也、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．4月からの例会会場使用制限について
　ホテルサンルート室蘭より、「新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、宴会場を臨時休業する」と
の連絡がった。会場の使用は有料（宴会場2万円、理事
会場1万円）で可能だが、食事の提供を始め一切の
サービスが出来ないとのこと。音響等の使用は可能
（操作のレクチャーしてくれる）、ゴミの処理はしてく
れる。　今後の例会開催の是非も含め、例会場をどう
するか？
①次々回4月17日～28日までを休会とし、指定休会
の5月5日を挟み、5月12日よりの例会に関しては
会長・幹事で検討し決定。　例会場はホテルサン

ルート室蘭を主体に考えるが、他の会場での開催
も検討していく。
②次回4月7日（火）献血例会は現地に直接来ていた
だくこととし、藤井副幹事が出欠確認を行う。
③4月理事会は中止。
２．その他
①プログラム委員会・内池秀光委員長より
　5/19卓話予定のゲスト交通費に関し、実費相当を
調査した結果、約1万円。…… 1万円を拠出承認
※遠方などで交通費が既定の5千円を大きく超える
場合などは、ゲスト依頼の前に理事会の承認が必
要なことを再確認した。
②国際奉仕委員会・椛澤委員長より
　例年開催していた室蘭工業大学留学生との登山は
今年度開催しない。
③親睦活動委員会・工藤委員長より（西野幹事代理）
　親睦家族移動例会は開催日程を調整してきたが、
新型コロナウイルスによる今後の影響がはかれな
いため今年度の開催はしない。
④職業奉仕委員会・上口委員長（西野幹事代理）
　例年開催していた職場訪問移動例会は今年度開催
しない。

議　事　録

会　長　赤崎　幸三

　会員の皆様におかれましては、新型コロナの影響で行動を自粛され、仕事や私生活に多大な影響が及

んでいるとお察しします。当クラブの活動も、会員の皆様の安全を第一と考え、臨時休会とさせていただ

いております。ただ、例会の休会が続き、会員相互のコミュニケ―ションが不足し、会自体の活動が見えな

い状況になっていると思います。そこで、私から第２５１０地区第９グループの活動、我々の会の委員会の

現状報告をさせていただきます。何かご不明な点、ご意見がありましたら、会長・幹事・事務局までご連絡

ください。会員皆様と、この感染症の終息後、元気にお会いできる日を楽しみにしております。

クラブ運営活動の状況報告について



①ウプサラでの生活
　今月中旬頃から自主隔離生活を始め、対人目的
の外出は控えているため、食品の買い出しや寮裏
の森でのランニング、コリドーのキッチンで料理
をする以外の活動はオンライン上になりました。
　Social distancingを取らなくてはいけない現
在の状況（COVID-19の流行）は不幸だとした上
で（ロックダウンしている国々と比べるとス
ウェーデンはかなりの自由が許されていますが）、
もしその長所をあげるとするならば、物理的距離
に基づく優先順位が取り払われ、地球のどこにい
ても交流するハードルの高さがほぼ等しくなる
（パソコンを立ち上げる等）ことが一つあるので
はと考えます。今までにどういう関わりがあった
かはもちろん影響してきますが、現在ウプサラに
いる友人だけでなく秋学期にSLUでの交換留学
を終えて母国に帰った友人達とも、時差を考慮し
てオンラインで集まろうとなるのは不幸中の幸
いでした。（多分通常の生活のままだったらしばら
く先になっていたと思います。）次は明るい話題で
実現できたらよいのですが、世界共通で各個人が
当事者意識を持てる話題があるのもハードルを下
げる理由の一つだと思います。スウェーデンの市
民に対する規制は諸外国と比べると緩く、3月末
時点で50人以上の集まりを禁止しているだけな
ので、今後も自主隔離を続けます。

②SLUの講義
　先月から受けていたSoil Biologyの試験を境
に、全ての講義がオンラインでの実施に移行しま
した。現在は“Environmental Assessment”の
コースで主に統計に関わる勉強をしています。こ
のコースで楽しみにしていたField Samplingは
中止となってしまいましたが、オンラインミー
ティングサービス“Zoom”を利用して、予定され
ていた時間割通りに講義や演習が進んでいます。
Zoomの回し者ではないですが、個人的にその機
能性に感動しました。画面共有により講義スライ
ドが同時進行で見られることは勿論なのですが、
学生が先生によって主催されるミーティング（講
義）に参加するだけでなく、ミーティング主催者は
参加者を一時的に複数のグループに分ける事もで
きるため、参加学生の中で新たに少人数グループ
が作られ、オンライン上でもグループディスカッ
ションができるのです。ホワイトボード機能など

もあります。また私たち学生側もミーティングを
主催できるため、演習課題を相談したいときやラ
ンチタイムなどは学生間のミーティングルームを
作って話しています。もしCOVID-19の流行が10
年前だったらと考えると、ここまでスムーズに切
り替わっていなかったと思うので、情報通信技術
の発展とそれを上手く利用できる教育体制が有り
難いです。

③ロータリークラブとの交流
　3月13日にウプサラアロスロータリークラブの
朝食会合にて、発表の機会をいただきました。私が
スウェーデン農業科学大学に来た理由、修士課程
で学んでいること、日本とスウェーデンにおける
大学教育の違いなどを話し、室蘭北ロータリーク
ラブとウプサラアロスロータリークラブのバナー
を交換させていただきました。
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　ウプサラではつい先日久しぶりに雪が降りまし
た。最近は一日の中で変わりやすい天気や、日に
よって異なる気温幅に季節の変わり目だというこ
とを気付かされます。

　現在受けているEnvironmental Assess-
mentのコースは週ごとにテーマがある形で展開
されており、今日までにAcidification, Geosta-
tistics, Terrestrial environmental assess-
ments, Aquatic environmental assess-
mentsといったテーマがありました。前回までの
コースは水土環境中の化学反応や生態系について、
ミクロ視点で学ぶことがほとんどでしたが今回
のコースはマクロな視点でマネジメントを含めて
考えることが多いです。Env i r o nmen t a l 
assessmentということで、実際にどのようにス
ウェーデン各地で環境モニタリングが行われてい
るかも習いました。SLUはスウェーデンの大学の
中で最も国内外の環境モニタリングに貢献してお
り、スウェーデン政府が掲げる環境目標とSDGs
どちらにも関わる調査を12のプログラム
（Alpine and Arctic Landscapes/ Forest/ 
Agricultural Landscape/ Built Environment/ 
Lakes and Watercourses/ Coastal and 
Sea Areas/ Eutrophication/ Non-Toxic 
Environment/ Climate/ Acidification/ Biodi-

versity and Wildlife）を通して実施しています。
SLU以外の機関も含めて実施されるこれらの調
査は、スウェーデンのEnvironmental Quality 
Objectives (Miljökvalitetsmål,～2030)に基づ
いており、16のObjectivesのうち、5つ（Natural 
Acidification Only/ Zero Eutrophication/ 
Flourishing Lakes and Streams/ Sustain-
able Forests/ A Rich Diversity of Plant and 
Animal Life）について特に本コースで扱われて
います。コンピュータ演習の時間はそれらに関す
るデータ分析等をしています。

　また、今年は静かな休日となっていますが、ス
ウェーデンにおいて例年の4月30日から5月1日
にかけては「ヴァルプルギスの夜(Valborg)」と呼
ばれる祭日期間で、大きなかがり火を焚き、盛大
に春の到来を祝う文化があります。ウプサラの
Valborgはスウェーデンでも最大規模のため、来
年参加して報告できることを願います。
修士過程留学前にSLUで研究インターンシップ
をしていた時期を含めると、ちょうど昨年の４月
に初めてスウェーデンに移り住んだので、一年が
経過したという時の流れの早さに驚きながらも、
無事に楽しく過ごせているので二年目も健康に精
進したいと思います。 
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自宅から1km圏内の森と川


