
会長報告
１．ガバナー事務所より
　　佐賀・長崎豪雨災害の起炎菌のお願いが来
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いたします。

　　募金額27，100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
金させて頂きます。

２．米山記念奨学会より世話クラブ補助金が送
金されましたので川本カウンセラーにお渡
しいたします。

３．国際ロータリー日本事務局より
　　加藤栄吉会員にポールハリスフェローピン
が届いておりますのでお渡しいたします。

４．本間寛菜様の入会式（別掲）

●例会場　アパホテル室蘭
●例会日　毎週火曜日　12：30　P.M.
●事務所　室蘭市中島町2丁目28-6
●電話 0143-45-6569　●FAX　0143-50-6578
●URL  http://murokita-rc.org/
●E-mail  mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：本間　　信　●幹事：米塚　　豊　●編集：クラブ管理運営委員会

本日のプログラム

次回献立 御弁当（松花堂弁当、汁物、デザート）

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」
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

52名
０名
52名

出席者数
欠席者数
出席率

31名
22名

58.49％

本日のゲスト
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 様

前回までの例会の報告

第2363回（10月5日）例会記録

本日献立 粗食メニュー（天丼、汁物、漬物、デザート）

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．国際ロータリー日本事務局より

３．ロータリーの友事務所より「ロータリー日本
100年史」が贈呈されました。ご覧になりた
い方は事務局までご連絡ください。また、再
購入のご案内も来ております。購入ご希望
の方は事務局にお申し込みください。

４．米山梅吉記念館より館報が届いております。
回覧致します。

５．地区大会について
　　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。なお、接続方法は大会プログラム
p56に掲載されております。

６．室蘭工業大学より「第51回室蘭工大国際セ
ミナー」開催のご案内が来ております。

　　日時：11月12日（金）18：00～19：00（予定）
　　　　　Zoomによるオンライン開催
　　テーマ：I’ve boon walking on ...
　　　　　ー留学と駐在が少し延ばした
　　　　　　　　　　　　レールのその先にー
　　講師：森田　拓愛 氏
　　（東芝インフラシステムズ㈱
　　　海外鉄道システム技術部スペシャリスト）
＊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

現　在　＄１＝112円
10月のロータリーレート

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」

2021年10月19日（火）　第2364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



各種記念日

ニコニコＢＯＸ
椛澤哲也（ゴルフコンペ初のブービーでした）
西野義人（久しぶりの例会につき）
本間信（久しぶりの例会です。皆さん元気ですか？）
小野寺浩二（同好会準優勝とブービーでした）
内池眞人（前々回のゴルフコンペ4位になりました）
廣瀬禎（ゴルフ同好会第1回入賞最終例会優勝につき）
赤崎幸三（コンペ優勝・準優勝のため）
斉藤聡（2週連続ゴルフ楽しかったです）
川本康裕（皆様お久しぶりです。アリシャお疲れ様です）
米塚豊（久しぶりです）
内池秀光（久しぶりの例会よろしくお願いします）
菅原義男（皆さんお久しぶりです）

１．米山記念奨学委員会　川本委員長より
　　特別寄付金のお願い
２．国際奉仕委員会　工藤委員長より
　　ポリオ・プラス募金の報告
　　８月の募金額は8，409円です。前年度繰越
金と合わせて25,157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。

３．国際奉仕委員会　工藤委員長より
　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　８月の募金額は6，970円です。累計17,457
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。

委員会報告

誕生記念日　小野寺浩二 会員　9月6日

第３回理事会
日時：2021年10月5日（火）例会終了後
場所：アパホテル室蘭
出席者：本間　信、西野義人、菅原義男、米塚　豊、
　　　　赤崎幸三、斉藤　聡、猪俣英二、齊藤俊一、
　　　　椛澤哲也、宮本秀樹、川本康裕、松田博文、
　　　　内池秀光
【議　題】
１．11/9（火）ガバナー公式訪問について
　11/30（火）決定承認　→　別紙参照（第2510地区
2021-2022年度大日向ガバナー公式訪問日程）
２．10/26（火）社会奉仕委員会・クラブフォーラムについて
　クラブフォーラム：10/26（火）
　室蘭市における地域食堂（子供食堂の現状について）
　開催趣旨：フードドライブにて届けられた食料品
　の使途、地域食堂活動経緯など現場の声を聞く
　　18:30～セレモニー・会食
　　19:00～挨拶・講師紹介、19:10～講義
　　19:40～質疑応答、19:55～講評・挨拶
　　講師へお車代\5,000（社会奉仕委員会予算）

３．社会奉仕委員会・全員参加型奉仕活動
　　「交通安全啓蒙活動」について
　例年9月開催だが緊急事態宣言下のため未開催
　→5月上旬ＧＷ前後に活動する
４．その他
○地区大会（会長・幹事・副会長・副幹事）の登録料
　について
指名参加者（会長・幹事・副会長・副幹事）\17,000
を会から支出（懇親会中止のため懇親会分は後日
返金）
（他全員参加のため登録料\3,500入金済）
○新会員の所属委員会について
いつも通り、出席・親睦・青少年委員会に所属する
○11/2（火）休会を例会とする件について
11/2休会予定　→　例会開催とする
○室蘭東ライオンズクラブより
　共同奉仕活動について
共同奉仕活動については賛同するが、趣旨が抽象
的であることから内容を再確認してから検討する
○青少年委員会からロータアクトへ
　\50,000上期活動資金を支出する

議　事　録

誕生記念日　三浦　義隆 会員　9月14日
誕生記念日　水野　　治 会員　9月15日
誕生記念日　木村　卓也 会員　9月16日
誕生記念日　宮本　一章 会員　9月25日
誕生記念日　工藤　一人 会員　10月8日
誕生記念日　黒崎　　清 会員　10月15日

結婚記念日　松島　　茂 会員　9月9日

結婚記念日　徳永　賢二 会員　9月15日

結婚記念日　及川　　力 会員　9月19日

結婚記念日　三浦　義隆 会員　9月2日

結婚記念日　太田　義則 会員　9月11日

結婚記念日　工藤　一人 会員　9月15日

結婚記念日　柳谷　純二 会員　9月20日

各種記念日

結婚記念日　猪俣　英二 会員　9月24日
結婚記念日　内池　孝年 会員　9月29日

結婚記念日　西城　　明 会員　10月7日
結婚記念日　宮本　一章 会員　10月10日
創立記念日　黒崎　　清 会員　9月1日
創立記念日　小野寺浩二 会員　9月3日
創立記念日　内池　孝年 会員　9月6日
創立記念日　宮本　秀樹 会員　9月7日
創立記念日　椛澤　哲也 会員　9月16日
創立記念日　中田　孔幸 会員　9月17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
創立記念日　大和田敦基 会員　10月2日
創立記念日　及川　　力 会員　10月17日

結婚記念日　田中　健太 会員　10月2日



　皆様こんにちは。今日、私は日本の留学生として
の行路についてお話したいと思います。前に簡単
な自己紹介しかしていませんでしたので、もう一度
自己紹介をしたいと思います。私の名前は「Alisha 
Nurshafiqah Binti Amat Dalan」と申します。日
本語でアリシャ ヌルシャフィカ ビンティ アマト ダラ
ンです。実際に私の名前は「Alisha Nurshafiqah」
です。「Amat Dalan」は父の名前です。また、「Binti」
はムスリム教に対して女性と男性を区別するため、
その名前をついています。
　次に私は今室蘭工業大学の情報電子工学系専
攻電子デバイス計測コースの大学院1年生です。こ
の写真から見ると、私は3番目の子です。私の国籍
はマレーシアです。出身地はサンダカン（Sanda-
kan）、サバ（Sabah）です。実は母が半分中国人
と半分「Kadazan」です。「Kadazan」はサバの
先住民族です。それから、父は半分インドネシア人
と半分マレー人です。しかし、私たちは全員マレー
シアに生まれました。
　私の出身地はどこにありますか？この写真をごら
んください。サバはマレーシアの図の中の一番右
のところにあります。サンダカンはこの四角赤線の
中に示しています。サバではキナバル山という東
南アジアの一番高い山があります。それはサバの
一つの特殊です。そして、サバにもたくさんきれい
な島があります。イギリス人やヨーロッパ人で一番
有名な島はサンダカンにあります。この島は
「Pulau Langkayan」と呼ばれています。また、ク
アラルンプール（Kuala Lumpur）からサンダカン
までに飛行機で行くときに3時間がかかります。日
本からクアラルンプールまで飛行機で行くときに7
時間がかかります。ですから、日本からサンダカン
まで飛行機で使う場合10時間ぐらいかかります。
飛行機の乗り換えも必要です。
　教育背景はスライドのように示しています。私は
キリスト学校や中国学校や寄宿学校などで勉強を
していました。実際に日本への留学のきっかけは何
ですか？私の日本の留学きっかけはMJHEPという
「Malaysia Japan Higher Educational Pro-
gram」から始まります。MJHEPはマレーシアの
“Look East Policy”をもとより、2011年にYPM
により設立したプログラムです。このプログラムは
ツイニングプログラムであり、3年間でマレーシア

の大学で工学を勉強し、2年間で日本の大学へ進
学するプログラムです。推進するコースは機械工
学コースと電気電子工学コースだけです。工学の
授業は全日本語を使って、日本語の授業も必修と
なります。その時、私は初めて日本語を学びまし
た。毎日、日本語の授業があるので、毎日日本語の
クイズもあります。日本語を必ず合格してから、そ
の後日本へ留学できます。この時期は、最も大変な
時期と思います。
　2019年3月に私はUniKL-MJHEPから卒業後に
室蘭工業大学で工学部編入生として進学しまし
た。2年間日本で勉強した後、まだ日本の文化や日
本語について勉強したいと思いますので、大学院
に進学することを決めました。2021年4月で大学
院生として進学し、今高圧電子物性研究室に配属
しています。学部生時の同じ研究室ですが、学部生
と研究テーマは異なり、今希土類材料の精密構造
解析の研究テーマをしています。この研究は希土
類化合物の結晶構造により、化合物の電気または
磁気特性を明らかにするために研究をしていま
す。今月私は学会に参加する予定です。それから、
勉強以外の生活では、マレーシアからの留学生だ
けでなく、国際交流により日本の学生や他の国か
らの留学生と交流できました。そして、様々な友達
ができました。また、北海道の季節も楽しんでいき
ました。現在、日本で勉強したいことがまだ出来て
いませんので、ロータリー米山奨学生になったこと
には本当に感謝しています。ですから、これから私
は大学院生活動と米山奨学生活動をもっと頑張り
たいです。

前回例会のプログラム

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 様

クラブ管理運営委員会

卓話「日本の留学生としての行路」



加藤栄吉会員にポールハリスフェローピン贈呈

スナップ

新会員入会式

●プロフィール
　1992年11月24日、留萌市生まれ（28歳）
　平成27年 香川大学法学部法学科卒業
　平成29年　北海道大学法科大学院修了
　　　　　 司法試験合格
　平成30年　札幌弁護士会に弁護士登録
　　　　　 弁護士法人北海道みらい法律事務所入所

　趣　　味　旅行。温泉に行ったり土地の美味しい
　　　　　　食べ物やお酒をいただく
　家族構成　父母（留萌）、妹（札幌）
　職業分類　弁護士
　推薦者　　西尾　静枝 会員

新会員本間　寛菜

室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和3年9月26日（日）　於　伊達カントリークラブ

赤崎　幸三
小野寺浩二
大和田敦基
内池　眞人
廣瀬　　禎
斉藤　　聡
水野　　治
本間　　信
米塚　　豊
高岸　満則
椛澤　哲也
斉藤　珠代

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

11位

12位

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

49

47

44

49

45

49

51

50

52

54

53

56

43

44

46

47

41

44

44

50

48

47

48

57

92

91

90

96

86

93

95

100

100

101

101

113

20.4

18.0

15.6

21.6

10.8

16.8

16.8

21.6

21.6

20.4

19.2

30.0

71.6

73.0

74.4

74.4

75.2

76.2

78.2

78.4

78.4

80.6

81.8

83.0

川本康裕会員に世話クラブ補助金

『ロータリーの友』10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

★10月は地域社会の経済発展月間、
　米山月間です。
　これまでの人生で、奉仕に私は生きがいを見
つけてきました。皆様の多くがきっと同じだと
思います。今月は、私と共に地球のよき住人とし
て他の人々やその地域社会をより良くしようで
はありませんか。
　力を合わせれば、みんなの人生を豊かにする
ために、奉仕することができるのです。

令和3年10月2日（土）　於　登別カントリー倶楽部

廣瀬　　禎
赤崎　幸三
本間　　信
斉藤　　聡
椛澤　哲也
米塚　　豊
大和田敦基
小野寺浩二
西尾　静枝

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

順　位 名　　前 OUT IN GLO HC NET 備考

45

46

47

55

48

53

48

48

54

45

43

54

44

44

54

49

51

61

90

89

101

99

92

107

97

99

115

18.0

16.8

26.4

24.0

15.6

30.0

18.0

18.0

31.2

72.0

72.2

74.6

75.0

76.4

77.0

79.0

81.0

83.8

クラブ広報委員会（雑誌）





　6月4日に修士論文の発表を終えました。30分の
プレゼンテーションをした後、Student oppo-
nent、Examinerとの質疑応答を含めると全体で
約1時間15分でした。北海道大学在籍時の卒業論
文発表と修士論文発表は発表15分、全体で30分
だった記憶があるので、実質的に英語で行うプレ
ゼンとしては自分の中で最も長いもので準備のし
がいがありました。同期の友人グループでリハーサ
ルを事前にしていたので、そこからの改善もするこ
とができ、発表自体の分かりやすさは高く評価し
ていただけました。質疑応答ではExaminerから
今後に繋がるコメントを多くいただき、論文に関し
てもSupervisorとExaminerからアドバイスをい
ただいたので7月中に修正して完成させる予定です。
過去の報告でも触れたかもしれませんが、学生に
よってこの修士論文の発表や提出時期は異なるた
め、全体向けの卒業式等はありませんが、私自身
はExaminerの休暇空けである8月に論文を提出
次第、学位を受け取る見込みです。8月末に発表を
控えている同期もいますが、この夏から秋に修士
課程を終える学生がほとんどなのでスウェーデン
を離れる友人もおり、節目であることを実感します。
下水処理場で運転している排水処理装置のサンプ
リングは夏の間も毎週続けるため、最近は必要な
時に処理場とラボで作業しつつ論文修正をしてい
ます。

　今月末に夏至を迎えたこともあり、スウェーデン
は夏の陽気でとても過ごしやすいです。外で見る
人々の数も増えました。COVID-19の状況につい
ては、ワクチン接種が進んでいるおかげか最近の
感染者数は減少傾向にあります。私も7月2週目に
第一回目の接種を予約したのでもうすぐ打ちます。
ただ、7月からCOVID-19向けに推奨されていたほ
ぼ全ての制限が外されるため懸念は残りますが引
き続き気を付けて過ごします。
　また現在スウェーデン政府は以前から野党に疑
問視されていた賃貸住宅に関する法案に関して不
信任決議が通ったために一時休止しています。現時
点ではステファン・ロヴェーン首相が次回の定期選
挙（4年毎で次は来年9月）までの連立政権を組織
できるかが焦点となっており7月2週目までに結果
が分かります。もし調整できなかった場合、議会を
解散して再選挙をすることになります。スウェーデ
ンの政治体制*は一院制の議院内閣制で、日本と似
た政治体制ですが現在は8政党が議席を所有して
おり、どの政党も過半数は超えていないため連立
政権として組閣することが多いようです。留学生と
しては選挙権はありませんがスウェーデン出身の
人と話すと老若男女問わずこういう話題ができる
ため政治への関心の高さを感じるとともに自分自
身も勉強になるため、今後も注視していきます。

ロータリー月例報告　Vol.22
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 *参考：田中久雄(2020). スウェーデンの選挙制度について 法政論叢, 56, 157.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/56/1/56_157/_pdf
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