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本日のプログラム

次回献立 粗食メニュー（天丼、汁物、漬物、デザート）

猪俣　英二 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「会員増強月間について」
次回の予定プログラム

本日のゲスト
蘭東少年野球同好会 会長　浜野　　進 様

前回までの例会の報告

第2362回（8月24日）例会記録

本日献立 すし弁当（握り6貫、サラダ、八寸、水果、
汁物）

１．本日18：30より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．地区大会について
　　10/8（金）親睦ゴルフ大会、10/9（土）地区大
会記念講演の追加・取消締切が8/31（火）迄
となっております。変更等がございました
ら早めにご連絡ください。また10/10（日）
に開催されます地区大会は指定出席者除く
会員はオンラインでの参加となります。全
会員登録・登録料はクラブ負担となってお
ります。

３．ツーデーマーチの件
　　8/17（火）に開催されました会長幹事会に
おいて洞爺湖ＲＣより、9/11（土）・9/12
（日）開催のツーデーマーチは中止と報告が
ありました。
＊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。
お近くの募金箱に寄付をお願い致します。

幹事報告

１．社会奉仕委員会より
　　カントリーデーについて
　　　日時　2021年9月5日（日）
　　　　  9：30　　　　　向陽公園集合
　　　　  9：50～10：50　ゴミ拾い・草刈作業
　　　　11：00　　　　　解散（予定）
　　本日例会終了後例会場にて委員会を開催致
します。関係者はお集まりください。

２．青少年奉仕委員会　宮本秀樹委員長より
　　蘭東少年野球同好会浜野様に寄付金の贈呈

委員会報告

2021-2022年度 地区大会

米山記念奨学生　　　　　　　　　　　　　　
アリシャ・ヌルシャフィカ・ビンティ・アマト・ダラン 会員

クラブ管理運営委員会

卓話「日本の留学生としての行路」

※10/12（火）はクラブ指定休会です。

2021年10月5日（火）　第2363回　例会

●10月は経済と地域社会発展月間・米山月間です。

室蘭北ロータリークラブ会報

室蘭岳

2021～2022年度　国際ロータリーテーマ

Serve To Change Lives
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
　　　　2021～2022年度 ＲＩ会長 シェカール・メータSERVE TOCHANGE LIVES

創立50周年記念スローガン

10月8日（金）　親睦ゴルフ大会
　会場：函館ベイコーストカントリークラブ
　受付：午前6時30分　スタート：午前7：00予定
10月9日（土）　地区大会記念講演会
　会場：函館市民会館
　講師：ジャーナリスト　櫻井　よしこ 氏
　テーマ「世界の中の日本」
　　13:00　開場
　　13：30～15:00
10月10日（日）　地区大会
   指定出席者を除く皆様には、本年度地区大会は
　オンラインでの参加となります。
＊指定出席者　　　
　会場：ホテル函館ロイヤル 

9：30～11：00　　指導者育成セミナー
　　13：00～14：00　　会長・幹事会
　　14：10～17：00　　本会議　
　　17：30～19：00　　懇親会（中止）



◎東日本大震災からちょうど１０年がたち、コロナ
禍で忘れがちかもしれないがいつ起きるかわか
らない災害に備えて今一度考えなければなりま
せん。
◎私たちも2018年に胆振東部地震で大停電を経
験し不自由な生活を経験しました。その時を経
験した直後は枕元にヘルメットや着替え、懐中
電灯を置き災害に備えたのですが時間と共に希
薄しているのではないでしょうか？
◎やはり防災として身構えるのではなく、どれだけ
日常に防災を取り組むかが大事だと思います。
平常時に楽しんで生活の一部になることとして
昨今ブームになっているキャンプが生き抜く力
が身に付くと私は考えます。
◎普段、当たり前のように使っている電気・ガス・
水道も持ち運びすることができ使い慣れている
ものを使わないことで楽しんで防災が出来てい
くと思います。

◎そしてスマホや人工知能（AI）などの開発と普及、
世界のグローバル化は、私たちの暮らしやコ
ミュニケーションのあり方を大きく変化させま
した。子どもたちは、いつの時代でもたくましく
育っていきますが、一方で、このような時代なら
ではの課題も取り上げられています。これまで
子どもたちの課題として、対人関係が希薄で異
年齢や異世代との交流がないこと、自然体験・
生活体験等の直接体験が不足していること、ま
た、基本的な生活習慣が身についていないため
に学習意欲が低く、コミュニケーション能力も
低下していることなどが課題としてあげられて
きました。体力や運動能力の低下も指摘されて
います。そして、これらの課題解決に必要なこと
として「生きる力」を育むことや生活体験、社会
体験、自然体験の機会を増やすことの必要性だ
と思います。
◎キャンプ道具の中でも災害時に色々と使える物
があり、その中でもポータブル電源が以前より
安価になり太陽光パネルをつけると燃料問題も
解決し重宝するのではないでしょうか。
　ほかにも色々と使える物があり、コロナ禍で制
限される中、楽しんでいただけると必然と防災
に繋がるのではないでしょうか。

前回例会のプログラム

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

52名
０名
5２名

出席者数
欠席者数
出席率

34名
18名

65.38％

各種記念日
ニコニコＢＯＸ

赤崎幸三（コロナに負けず！）
米塚豊（ゴルフ同好会入賞につき）
椛澤哲也（ゴルフコンペ3位につき）
内池眞人（ゴルフコンペ2位につき）
猪俣英二（来週卓話します。よろしくお願いします）
廣瀬禎（ゴルフコンペ優勝につき）
宮本一章（2回目のワクチン打ちました。無敵になりました）
藤井徹也（コロナ一段と気をつけましょう）
本間信（ゴルフ同好会最下位につき二人だけの参
加賞もらいました）
斉藤聡（参加賞のもう一人です。100切れませんでした）
西野義人（西野製作所野球部蘭東リーグ優勝しました）
内池秀光（本日クラブ協議会宜しくお願いします）
宮本秀樹（みなさまコロナに気をつけて）

誕生記念日　廣瀬　　禎 会員　8月24日

宮本　朋行 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「防災について」

誕生記念日　船水　尚行 会員　8月24日

結婚記念日　岸田　　理 会員　8月28日

創立記念日　上口喜代志 会員　8月31日



蘭東少年野球同好会 室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和3年8月21日（土）　於　室蘭ゴルフ倶楽部

廣瀬　　禎
内池　眞人
椛澤　哲也
米塚　　豊
大和田敦基
斉藤　　聡
斉藤　　崇
斉藤　珠代
本間　　信

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位
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45
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50

61

55

57

91

105

96

100

95
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116

15.6

28.8

18.0

21.6

15.6

21.6

31.2

27.6

25.2

75.4

76.2

78.0

78.4

79.4

81.4

81.8

86.4

90.8

第２回クラブ協議会
日時：2021年８月24日（火）18:30～
場所：アパホテル室蘭
出席者：本間　信、西野義人、米塚　豊、赤崎幸三、
　　　　加藤栄吉、斉藤　聡、齊藤俊一、椛澤哲也、
　　　　猪俣英二、岸田　理、藤井徹也、宮本秀樹、
　　　　川本康裕、宮本一章、大和田敦基、田中健太、
　　　　宮本朋行、内池孝年、西尾静枝 (代理出席)、
　　　　内池秀光(文責)
【議　題】
１．ガバナー公式訪問について
　別途資料（式次第、席次）参照
　9/7（火）14:30　室蘭市役所ガバナー表敬訪問
　　　　 16:00　会長幹事懇談会
　　　　 17:00　協議会
　　　　 18:00 ガバナー公式訪問例会
　　　　　　　　（通常の夜間例会と違い18:00～）
○委員会活動報告→
　各委員長から2分以内で短く簡潔に時間厳守
　ロータリーバッチ着用、正装参加（男性はネクタイ
　着用）
　進行の細かいところや新入会員からの質問はあら
　かじめ担当者を決めておく（会長・幹事一任）
○米山奨学生→
　第一例会のため出席予定、ガバナーから奨学金を
　渡してもらう

○新入会員の入会式→
　ガバナーからロータリーバッチの贈呈を行ってい
　ただく
Ｑ．緊急事態宣言が発令されたらどうするのか？
　　ガバナー訪問はあるのか？
　　飲酒してもいいのか？
Ａ．ガバナー補佐幹事よりお任せするとの回答が
　　あった
（出席者からの意見）
○緊急事態宣言下において、ガバナー公式訪問を
　実施すべきではない
○緊急事態宣言が発令されたら、ガバナー公式訪問
　が実施されても不参加表明数名
○8/31例会が中止なのに、9/7ガバナー公式訪問
　が実施されるのには違和感がある
○緊急事態宣言下で、ガバナー公式訪問を強行する
　なら、会員への出席義務を外してはどうか

8/25（水）緊急事態宣言内容を確認し、ガバナー補佐
幹事に協議会内容を伝え、ガバナー公式訪問を実施
するかどうかの判断をする（会長・幹事一任）

臨時理事会
8/27緊急事態宣言発令された場合→
　9/5カントリーデー中止 …………………【承認】
　8/31例会中止 ……………………………【承認】
　今後の例会日程について会長・幹事へ一任する
………………………………………………【承認】

議　事　録

　蘭東少年野球同好会の浜野進様へ、寄付金を贈
呈致しました。

『ロータリーの友』９月号より

2021-22年度国際ロータリー（RI）会長　シェカール・メータ

★９月は基本的教育と識字率向上月間です。
　識字率の向上は、貧困からの脱却、健康の増進、平和の推進という私たちが目的とする活動において
非常に重要です。全世界成人の１４％（７億６，２００万人）が基本的な読解力と文章力を習得していませ
ん。特に女性にとって、読解力の有無は生死に関わりますし読み書きのできる母親の子供は、５歳になる
前に命を失う可能性が低くなるそうです。どうすれば識字率の向上によって人々の暮らしを豊かにするた
めの奉仕ができるか考えましょう。



笑みの向こうに覗くのは
　それは“感謝の心一つに　　　新たなる奉仕へ”の思いが…

RAC INFORMATION 室蘭北RAC新規会員勧誘活動報告書

本間信会長　室蘭民報「奉仕のリーダーたち」に掲載
　　　　　 （クラブ広報委員会提供）

室蘭北ローターアクトクラブ　幹事　小笠原拓磨
１．目的
　新規会員を獲得することを目的として8/21（土）室蘭工業大学前
セブンイレブンにて勧誘活動を行います。
２．結果
　今回の勧誘活動では、約100部のパンフレット・チラシを渡すこ
とができた。夏季休暇のなか、学生はおらず配り渡したほとんどが
オープンキャンパスで来校していた高校生であることから新規会員
は来年度以降となります。
３．感想
　次回は工大前だけでなくアークスやドン・キホーテといった人の
出入りが多い建物前や大学構内など許可を頂き活動し、社会人や
大学生の勧誘を行いたいと思います。




