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●11月はロータリー財団月間です。
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室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

室蘭岳

次回献立 御弁当

宮本　秀樹 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「セブンイレブンのお話」
次回の予定プログラム

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

28名
20名

56.25％

各種記念日

誕生記念日　土井　　伸 会員　11月1日

ニコニコＢＯＸ

2020～2021年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY Opens Opportunities 
　　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　2020～2021年度 ＲＩ会長　ホルガー・クナーク

前回までの例会の報告

第2337回（11月10日）例会記録

本日献立 御弁当

藤井徹也（地域未来牽引企業に選定されました）
廣瀬禎（ゴルフ同好会総会無事終了しましたので）
猪俣英二（納会ゴルフ優勝しました）

１．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．国際ロータリー第2510地区　ポリオプラ
ス委員会より

　　「2510地区　End Polio Nowバナー
2020」が届きましたので回覧致します。

３．国際ロータリー日本事務局より
　　（ロータリー財団管理委員会）より
　　End Polio Now感謝状が届きましたので
回覧致します。

４．国際ロータリー日本事務局より
　　レートの変更お知らせが届いております。

５．国際ロータリー第2510地区ローターアク
トより第48回地区協議会のお礼状と報告
書が届きましたので回覧致します。

６．ポリオ・プラス募金の報告（小野寺委員長
欠席の為）

　　10月の募金額は7,159円です。前年度繰
越金と合わせて58,577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。

　＊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．親睦活動委員会　猪俣委員長より
　　ワンコインニコニコBOXの報告
　　10月の募金額は　5,600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。

２．クラブ広報委員会より
　　ロータリーの友11月号の紹介
３．R財団委員会　齊藤俊一委員長より
　　R財団月間年次寄付のお願い
４．青少年奉仕委員会　西野委員長より
　　RACの例会の案内
　　新会員1名入会のお知らせ
５．IM実行委員会より
　　次週11月17日例会終了後に、第6回IM実
行委員会が開催されます。

委員会報告

現　在　＄１＝104円
11月のロータリーレート

結婚記念日　菅原　正明 会員　11月6日

結婚記念日　荒谷　信幸 会員　11月8日

創立記念日　渡部　一姿 会員　11月16日

シベリア抑留体験を語る会札幌　
会長　建部　奈津子 様
クラブ管理運営委員会

卓話「語り継ぐシベリア抑留者の声」



第５回　理　事　会
日時：2020年11月10日(火)13：30
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：菅原義男、本間　信、藤井徹也、松田博文、
　　　　川本康裕、菅原正明、猪俣英二、宮本一章、
　　　　椛澤哲也、西野義人、齊藤俊一、米塚　豊
【議　　案】
１．親睦委員会より
　　クリスマス家族例会　12月22日(火)18：30
　　会員会費　5,000円
　　中学生以上の家族は一人3,000円　ケーキは女性、
お子様のみ

　　オークション予算　全会員より一人3,000円徴収
　　アクト会員を９名招待する
　　余興予算　50,000円
　　１２月理事会でコロナ禍を踏まえ最終判断する
　　新年交礼会
　　１月５日（火）18時30分　
　　余興予算50.000円　内容は未定
　　クリスマスリース講習会　中止とする
２．クラブ広報委員会より
　　勉強会の予定は延期する
３．１月の理事会について
　　第１週は新年交礼会のため第２週の１月12（火）通
常例会終了後に日程変更する。

３．その他
　　クラブ広報委員会より、定款。細則について

　　定款、細則の見直しをしたので12月1日のクラブ総
会にて承認を貰う。次年度よりクラブ活動報告書
の最後に掲載する。

　　地区補助金セミナーについて
　　本間次年度会長　地区よりＤＶＤなど資料など届
くので札幌会場には参加しない

　　ＩＭ登録料の件について
　　　登録料は10,000円とする　

議　事　録

　ロータリー米山奨学会財団設立５０周年（2017
年７月１日）記念ＤＶＤを視聴し、米山奨学事業への
理解を深めていただく一助としました。
1．プロローグ
2016年５月の国際ロータリークラブが韓国の
ソウルで開催された際に、米山学友による合
同懇親会も同時に開催し、国際ロータリークラ
ブと米山記念奨学会との交流の場を設けるこ
とができた。

２．米山梅吉翁と米山記念奨学会の設立
米山奨学事業は、日本のロータリーの父であ
る故米山梅吉氏の生前の功績を讃え、その遺
徳を記念して始まりました。海外の優秀な学
生を日本に招き勉学を支援することで平和日
本を世界に伝えたいとの強い願いがありまし
た。

３．米山記念事業の概要
特色は、世話クラブ・カウンセラー制度です。奨
学生は、世話クラブ・カウンセラーとの交流に
よって日本の文化や奉仕の精神を学ぶことが
できます。

４．広がる学友との絆
米山奨学生と世話クラブ・カウンセラーとの関
係は長く続きます。

５．次世代を担う米山学友の活躍
モンゴルでは、米山学友が設立した高校があ
り、３００人以上の学生が日本に留学しています。
現在はさらに発展したものとなり、幼稚園から
大学までの学校グルールとなっています。

６．エピローグ
「何事も人からして欲しいと望むことは、人々
にもその通りにせよ」という米山梅吉氏の奉
仕の精神は、米山奨学事業を通して世界へと
広がり続けています。　

前回例会のプログラム

齊藤　俊一 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「世界へ届け、米山の懸け橋」

第7回室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和2年11月3日（火） 於 室蘭ゴルフ倶楽部　

猪俣　英二
水野　　治
木村　卓也
高岸　満則
廣瀬　　禎
斉藤　　聡
米塚　　豊
小野寺浩二
本間　　信
椛澤　哲也
椛澤　誠子
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　Gamla UppsalaにあったBiocharによる排水

処理装置をウプサラの下水処理場（Uppsala 

Vattaen Kungsängsverket）に運んだので、実

験室での実験と並行して処理場に通うようになり

ました。ウプサラ下水処理場は自宅とSLUの間に

あり、SLUから自転車で片道20分くらいです。今月

は装置の移動と設置がほとんどでしたが、来月か

らは処理場に運ばれてきた下水を処理するために

運転を開始します。（処理場に運ばれてきた下水を

ポンプで汲み取りタンク内で汚泥を沈殿させた後、

上澄みをBiocharの処理層に通し、流入水と流出

水のサンプルを分析）大学の実験室での植物材料

を用いたBiochar製造は引き続き行っており、こ

ちらも来月から走査型電子顕微鏡（SEM）を用い

た分析と、各原材料由来のBiocharを使った人工

下水の処理実験を行う予定です。

　指導教官がウプサラ大学に移動する関係で、分

析機器を使うためにウプサラ大学の実験室にも行

きます。ウプサラ大学のキャンパスは市街に各学部

が点在しており、私が通うのはそのうちGeocen-

trumと呼ばれるDepartment of Earth 

scienceの建物です。現在の自宅からは自転車で

10分ほどの距離で、講義を受けていたころに同級

生達とテスト勉強のため図書館を利用していた馴

染みある場所なので実験室などの新しい環境にも

慣れていこうと思います。

　また11月はデンマークのAalborg大学による

「Microplastic Analysis Applying µFTIR 

Imaging, ATR-FTIR and other Techniques」

の講義（9-13日）と、指導教官がメインで担当する

SLUとウプサラ大学の共通科目「Small scale 

wastewater treatment」の講義（3-19日）をオ

ンラインで受けるので、それら講義の勉強と研究

の両立が目標です。

　もうすぐ2020年が終わることに驚いています。

スウェーデンでも他の欧州諸国同様にCOVID-19

の第二波が来ており、今回はウプサラも感染拡大

地域となっています。11月は紅葉も散り日照時間

が短くなるため、最も欝々とする月だと言われてい

ますが、ニュースでウプサラ大学の心理学者の方が

コロナと冬をどう乗り切るかについて述べていた

ことが大変興味深かったので自らの備忘録を兼ね

て書いておきます。「厳しい規制は人々 を受け身に

するが、大事なことは日常の小さいけど大事な選

択を自分の責任ですることであり、保健衛生局や

政府、会社の上司がどうにかしてくれると思わない

こと、毎日外の空気を吸って、日差しがあるときは

日光を浴びること、２ヶ月以上先の予定は立てな

いこと。人々 は物事が激しく変化するときに考える

ことを嫌うが、今は世界中がその考える力を試さ

れる時だ（元記事：Så klarar du restriktioner-

na: “Skärp dig”）」

　昨年とはまた違う冬になりそうですが、このアド

バイスのように気を引き締めつつ、一人ではないこ

ととTake it easy精神を忘れずに頑張ります。
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　重井　真琴　　　留学先：スウェーデン農業科学大学（SLU）

写真：下水処理場に置いている処理装置（左の写真奥に右の写真の装置が設置されています）




