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本日のプログラム

次回献立 洋食ランチ（ミックスフライ、小鉢、漬物、
ご飯、味噌汁、デザート）

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

32名
20名

61.54％

各種記念日

本日のゲスト
室蘭市長 青山　　剛 様
室蘭市　秘書課　秘書係長 鈴木　康大 様

前回までの例会の報告

第2375回（1月18日）例会記録

本日献立 お持ち帰り用御弁当

１．本日18：30よりアパホテル室蘭に於いて、
クラブ協議会がが開催されます。関係者は
お集まりください。又、クラブ協議会終了後、
第2回臨時理事会を開催いたします。

　＊募金箱は受付に設置しております。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。

幹事報告

１．出席委員会　齊藤委員長より
　　上期ホームクラブ100％表彰
　　赤崎幸三会員・加藤栄吉会員・川本康裕会員
　　國田雅弘会員・笹谷豊明会員・西野義人会員
　　本間　信会員・松田博文会員・宮本朋行会員
　　宮本秀樹会員
　　※会長より記念品が贈呈されました。
２．Ｒ財団・米山記念奨学会委員会　
　　川本委員長より
　　寄付のお願い。

委員会報告

結婚記念日　椛澤　哲也 会員　1月17日

クラブ管理運営委員会

「セレモニー」

※例会終了後、定例理事会を開催致します。

2022年3月29日（火）　第2376回　例会

●3月は水と衛生月間です。

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

創立記念日　松島　　茂 会員　1月16日

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（来週のクラブフォーラムよろしくお願いします）
佐藤隆夫（誕生記念日として）
國田雅弘（上期100％表彰されましたのでニコニコします）
川本康裕（上期ホームクラブ100％につき）

創立記念日　宮本　朋行 会員　1月19日

奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕委員会

「献血例会」

会長報告
１．会長幹事会の報告
２．国際ロータリー日本事務局よりポールハリ
スフェローピンが届きましたのでお渡しい
たします。

　　内池眞人会員・西尾静枝会員・米塚　豊会員
　　西野義人会員

奉仕プロジェクト委員会・社会奉仕委員会主催による
献血です。多くの方の呼びかけをお願いいたします。

例会場：アパホテル室蘭
　12：30～　セレモニー、会食
献血会場：モルエ中島



 室蘭市は今年、開港150年・市制施行100年、北
ロータリークラブも設立50周年を迎えるというこ
とで、お互い記念すべき年となりました。
 新型コロナウイルスについては、新年に入り室蘭
市内でも感染が確認されました。全道でも急激に
感染者数が増えています。2月から高齢者を対象に
3回目接種を開始する準備を進めており、1/24か
ら前回接種した順に接種券を送付する予定です。
 昨年末は、フェリーの2/1休止、福島県対策地域内
のPCB処理、地域医療再編協議会の休止、公共施
設の建替え論議など、新聞に辛く書かれ心配をお
かけしていますが、しっかり取り組んでいきます。
 そのような中でも明るい話題として、昨年のクリ
スマスにDENZAI環境科学館・図書館「えみらん」
がオープンしました。振り返ると、図書館が老朽化
し、移転の議論もあありましたが調整し、国のコン
パクトシティモデルに採択されたことから、財源の
めどが立ち現地建て替えとなりました。科学館も老
朽化していたが、「環境」を謳うことで環境省から
財源を確保できました。結果として、今の時流に
あったコンセプトになったと思います。また、同じく
子どもが集う施設のFKホールディングス生涯学習
センター「きらん」には、北ロータリークラブからご
寄付をいただき、この場をお借りして改めて感謝
申し上げます。
 今年4月には体育館、9月に市場オープンなど、開港
150年・市制施行100年を目指し進めてきました。
 室蘭市は昨年、ゼロカーボンシティを宣言しまし
た。室蘭の歴史は、エネルギーの発展とともにあり
ます。石炭の積出港から始まり、製鉄所、製油所が
でき、これからは脱石油・脱石炭の時代といわれ、
再生可能エネルギー、水素エネルギーへと続いて

いく。洋上風力はこの先20年～30年の新たな産業
の軸となります。
 大成建設と市との連携や、五洋建設の新工場建設
など、洋上風力関係での民間での取組が本格化さ
れてきています。水深の深さや静穏な海域など室
蘭港ならではの好条件がそろっており、今後、風車
を運ぶ大型のSEP船など、海上作業に伴う多くの
船が使われます。裾野が広い産業であることから、
各方面の企業が関心を持っているので、それぞれ
の立場で可能性を考えてもらいたい。室蘭を洋上
風力の生産拠点として道南から東北にかけてター
ゲットにして展開できればと考えています。
 開港150年・市制施行100年の今年は「未来を展望
する記念の年」にしたい。また、全国に貢献できる
ような、「誇り輝く室蘭」となるようにこの先10年
のまちづくりにつなげていきたいと考えています。

ポールハリスフェローピン

前回例会のプログラム

室蘭市長　青山　　剛 様
クラブ管理運営委員会

卓話「『室蘭市制100年・開港150年』
　　にあたり」

青山　　剛
　平成23年5月　市長就任。
　生成27年、令和元年再選。現在3期目。



上期ホームクラブ100％表彰

第5回クラブ協議会
日時：2022年1月18日（火）18:30
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、加藤栄吉、猪俣英二、斉藤　聡、
　　　　宮本朋行、宮本一章、菅原正明、岸田　理、
　　　　藤井徹也、宮本秀樹、田中健太、本間寛菜、
　　　　内池秀光（文責）
【協議事項】
　①上期会計報告について
会計:赤崎会員より報告

　②下期活動計画について
SAA（加藤委員長）→
國田氏と交代で進めておりつつがなく出来ている。
若い会員の出席率が良くない。
この先、（コロナ感染拡大での）休会になるか気が
かり。
クラブ広報委員会（斎藤聡委員長）→
委員と協力して情報発信していく、FB閲覧数・いい
ね！の増加させる。
プログラム委員会（菅原正明委員長）→
室蘭北RC歩みパート6で終了、50周年に絡めて数
名卓話の実施。
勉強会を数回に分けて内部で実施。
親睦活動委員会（椛澤委員長 代理・宮本朋行会員）→
移動例会・マージャンはコロナで下期に延長。
クラブ会報委員会（宮本一章委員長）→
会報発行をスムーズに行い校正をしっかりと行う
職業奉仕委員会（藤井委員長）→
職業奉仕月間:来週玉井委員長を招いてフォーラ

ム開催予定
職場訪問例会:春以降コロナ状況をみて実施予定
国際奉仕委員会（工藤委員長　代理・藤井会員）→
2月フォーラム予定だがコロナの状況をみて実施
予定
室蘭岳登山もコロナの状況みて実施予定
社会奉仕委員会（岸田委員長）→
交通安全活動:4-6月実施予定
献血活動:4/5実施予定
フードドライブ:社協と調整し例会時に目録進呈予
定
青少年奉仕委員会（宮本秀樹委員長）→
4/9RAC50周年記念式典。きらんで記念事業予定。
大の方にもコロナが、だんだん増えてきたので心
配ですけど50周年の方、協力お願いします。
会員増強委員会（猪俣委員長）→
昨年から数件紹介が上がっている。6月までに5名
増強したい。
R財団・米山奨学委員会（川本委員長）→
R財団は1人年間100ドル以上、米山は1人年間１
万円以上の寄付協力願う。
現在R財団と米山奨学が同じ委員会であるが将来
的に分けることを考えてはどうか？

　③その他
○若い人の出席率が悪い。
○プログラム→各クラブ例会時に卓話の要望が
　あります、快く応じてほしい。
○献血例会→4/5のままがいいのでは？
○2月IM→中止決定。後日会員へ連絡する。
○50周年記念事業の知利別川に関するワーク
　ショップ→開催可否を検討中、明日（1/19）
　までに決定する。

議　事　録



第2回臨時理事会
日時：2022年1月1８日（火）クラブ協議会終了後
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、加藤栄吉、斉藤　聡、猪俣英二、
　　　　宮本一章、菅原正明、岸田　理、藤井徹也、
　　　　宮本秀樹、内池秀光(文責)
【協議事項】
　議題①
コロナ禍の例会の在り方→まん延防止が出たら例
会中止？状況を鑑みて中止判断するか？
（会場キャンセル料未発生は前週金曜朝まで）

　　意見
○室蘭東RC→昨年9月卓話のみ・弁当持ち帰り・
オンラインハイブリット開催していた

○人それぞれの立場によって状況が違うので、理
解していきたい
○会場に迷惑をかけないようにキャンセル料は支
払う
○RCに関わったところから感染者・クラスターが
発生したら批判が厳しくなる
○会員は、ほぼ経営者なので自社社員に顔向けで
きない
○50周年を控えている時期に、感染者・クラスター
を発生させたら開催できなくなる。

　　決定
○会長・幹事・役員判断にて例会開催の有無を決
定する

議題②
1/22ワークショップの開催について
→1/19までの開催の可否を決定、連絡する（後日、
開催延期決定）

議　事　録

第7回理事会
日時：2022年3月15日（火）12:30～
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、
　　　　菅原正明、岸田　理、松田博文、内池秀光
【協議事項】
　①4/5（火）社会奉仕委員会　献血例会について
別紙参照：RCの主催は4/5（火）のみ、4/6（水）は
RC主催ではない（献血可能、集計結果報告依頼）
4/5（火）例会終了後、理事会開催
②国際奉仕委員会　室蘭岳登山について
開催の有無を確認する（例年5月開催）
③創立50周年実行委員会より報告
記念式典・懇親会を開催中止→先行きが見通せな
い、キャセル料発生期限等
可能であれば6/28（火）最終例会時→クラブ内で
式典･懇親会を開催（検討して4～6月理事会報告）
記念誌部会→1回目座談会終了、2回目（4月開催予定）
記念事業部会→アンケート実施集計済み→3/24室工

大・中津川先生打合せ→6月を目途に第1回目を実施
記念式典・懇親会の登録費の返金を検討したほう
がいいのでは？(今後検討)
3/22（火）例会中止
3/29（火）12:30　例会開催（セレモニーのみ・特
別措置で出席義務無し・100％出席）
　　　　 18:00　50周年記念実行委員会開催

　④新会員について
千葉大和氏（株式会社ハ州機工）→推薦者:工藤一
人会員

　⑤その他
○2022-2023年度会長エレクト研修セミナーについて
3/26-27ロイトン札幌：ZOOM開催（参加料支
払済→差額返金）
○米山記念奨学「カウンセラー研修及び新規奨学
生・継続学生オリエンテーション」の件について
3/20京王プラザホテル：川本カウンセラー、アリ
シア奨学生出席→交通費支出
○青少年奉仕委員会よりRAC創立50周年記念式
典、祝賀会中止について
6/25アクト地区大会：
　千歳開催　登録料5,000円

議　事　録

★３月は水と衛生月間です。
　新型コロナの流行があと何年続くかは誰にも分かりません。今
後直面する困難については、ポリオ根絶に向けて何十年も根気強
く活動してきた団体として、他の誰よりもよく理解しています。
　だからこそ、先を見据えて、何が可能かということ、つまり、か
つての生活様式を懐かしむだけではなく、このパンデミックを
「みんなの人生を豊かにするために奉仕する」チャンスとして生
かす未来を、心待ちにするべきなのです。この素晴らしい活動を
皆さんと今後も続けられることを光栄に思います。

★『よねやまだより』では2007-
２０09年当クラブの米山奨学
生だったダシルワ・プブドウさ
んがスリランカ・アンバガス
ドーワの紹介
★『友愛の広場』では、加藤 栄吉 
会員の寄稿
　　　　ぜひ、御一読 下さい！

『ロータリーの友』3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

クラブ広報委員会（雑誌）



2022年度奨学生オリエンテーション・カウンセラー研修会

「よねやま豆知識」 その②
【魅力ある国際奨学事業】
　他奨学団体からも注目されているのが「世話ク
ラブ・カウンセラー制度」です。各奨学生に世話ク
ラブが選ばれ、さらに会員の中からカウンセラー
が付きます。会員とともに奉仕活動に参加したり、
人生の先輩からアドバイスを受けたりすることは、
奨学生にとってかけがえのない経験です。
　ロータリアンにとっても、交流を通し異文化を知
り、米山奨学事業の意義を実感できる絶好の機会
となっています。

【米山奨学金】
　米山奨学金は、財団法人ロータリー米山記念奨
学会が行う国際奨学事業です。これはロータリー
財団の奨学金や政府奨学金のように、学費や生活
費の全てを保障するものではなく、私費留学生の

費用の一部を補助する趣旨のものです。奨学生の
第１号は、タイから来日した学生で、第１期生は
ロータリークラブの推薦を受けた学生を招致する
方法をとりましたが、手続きが難航したため、以後
は日本に在籍している留学生から採用する方法に
しました。
　1967年法人化した当時の奨学生数は年間59名
でした。1971年にはカウンセラー制度を設置しま
した。世話クラブとともに奨学生の個人的世話に
あたる会員を“米山カウンセラー”として委嘱しま
した。1998年に米山奨学生の出身地をロータリー
クラブ所在国にかかわらずすべての国、地域に拡
大、2001年から指定大学に応募学生を推薦しても
らう「大学推薦制度」が全国で実施されました。奨
学金は大学院生は14万円、学部生は10万円「月
額」となっています。

米山記念奨学会委員会

2022年度奨学生オリエンテーション・カウンセラー研修会

　去る３月２０日（日）14：00より京王プラザホテル札幌にて「2022
年度米山記念奨学オリエンテーション・カウンセラー研修会」が開
催されました。
　まず始めの1時間程はカウンセラーの研修が開催されました。当
クラブのアリシャさんは奨学生2年目に入る継続奨学生なので研修
の内容は昨年度とほぼ同じですが特に強調していたのはハラスメン
トと個人情報の取り扱いについて説明していました。最近はジェン
ダーに付いて書類等に性別を記載しない方向へあるようです。
　休憩をはさみ奨学生のオリエンテーションが開催されました。次
年度の2510地区の受け入れて奨学生は継続も含め17名の予定です。
マレイシアの他中国、韓国、ベトナム、タイ、モンゴル、スウェーデン
と各国から北海道へ留学生が来ております。今、世界が混沌として
いる中、全国には900名の米山奨学生がいます。若い人たちが日本
語を学び日本の歴史や文化の知識を習得することが日本と世界の
懸け橋となる人材だと思います。それが世界平和につながると信じ
てます。
　そういう意味でもこの活動は日本が世界のロータリアンに誇れる
事業の一つだと思います。今後機会があれば多くの米山奨学生を招
いて卓話をお願いできればと思います。今年度もまだ3か月あります。
世界平和へとつながる事業の為にロータリアンとして更なる寄付を
お願いします。

米山奨学生　カウンセラー　　川本　康裕




