
１．青森県大雨災害の義捐金のお願い
　　後ほど皆様のテーブルを回りますので、先
週欠席されました会員の方にご協力をお願
い致します。
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本日のプログラム 前回までの例会の報告

次回の予定プログラム

洋食ランチ（ポークカレー、コーンサラダ、
スープ、バターライス、デザート）

第2398回（10月4日）例会記録

和定食（焼魚、鮪山掛け、煮物、白飯、椀、
香の物、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．次週の例会は休会となっております。お間
違えのないよう宜しくお願い致します。

３．国際ロータリー日本事務局より

４．米山記念奨学会より
　　東京ＲＣが「米山基金」の構想を発表してか
ら70周年に当たるため9月から数量限定で
ネクタイ2種とスカーフを頒布しています。
ご購入ご希望の方は回覧致しますのでお申
し込みください。

５．（国際奉仕委員会　木村卓也委員長欠席の
ため幹事より報告）

　　ポリオ・プラス募金の報告
　　9月の募金額は8，806円です。前年度繰越
金と合わせて34，644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
ろしくお願い致します。

６．（親睦活動委員会　宮本朋行委員長のため
幹事より報告）

　　ワンコインニコニコＢＯＸの報告
　　９月の募金額は5，192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
い致します。

［幹事報告］［幹事報告］

１．米山奨学金委員会　荒谷信幸委員長より
　　米山特別寄付金のお願い
２．50周年継続事業委員会　本間　信会員より
　　知利別川美化活動の報告

［委員会報告］

2022年10月18日（火）　第2399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
室蘭岳

2022～2023年度　国際ロータリーテーマ

IMAGINE ROTARY
「イマジン　ロータリー」
2022～2023年度 ＲＩ会長　ジェニファー・ジョーンズ

卓話「交通安全と地域活性化の
　　　　　　　　ためのまちづくり」

奉仕プロジェクト委員会
プログラム委員会

室蘭中央自動車学園　　　　
管理者・校長　髙瀨　裕 様

プログラム委員会

講　師：特定非営利活動法人ゆめみーる
　　　　　　統括責任者　木内　　卓 様
テーマ：「子どもの食支援のための
　　　　　　　　　　　フードサービス」

夜間例会「クラブフォーラム」

［会長報告］

会
　
報

［本日のゲスト］
室蘭工業大学　国際交流センター
 准教授　小野　真嗣 様
室蘭工業大学　留学生
 イスマ・ヌリン・ビンティ・ラズマン 様
 ドー・ダン・コア 様
 リ・ホウウ 様
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

現　在　＄１＝145円
10月のロータリーレート



　ベトナム出身のドーダン・コアです。私は幼少期より「ウルトラセブ
ン」「遊戯王」「ポケモン」などといった日本の文化に関心を寄せていま
した。この様な素晴らしいものを作った国である日本のことを知りた
く思い日本語を学び始めました。日本には2018年の旭川福祉専門学
校に入り、2020年に室蘭工業大学に入学しました。コロナの流行であ
まり観光はできていません、その分、勉強や友人関係に頑張っていま
す。
　今回このようなお話をする機会を与えて頂き、ありがとうございます。

前回例会のプログラム 卓話「日本への思い、室蘭への思い」

　本日は室蘭工業大学のベトナム、中国、マ
レーシアの留学生３名の話を聞かせていた
だきました。
　異国の地にあって難解な日本語を学びな
がら、高度な専門知識の習得は並々ならぬ
努力があってこそのものだと敬服しました。
　これまで70余年の長きに渡って多くの国
から留学生を受け入れてきた、「米山記念
奨学会」の実績は、国際交流、国産貢献に
計り知れない功績を遺したものと改めて痛
感させられました。
　荒谷信幸米山記念奨学委員長ありがと
ございました。（A.S.）

室蘭工業大学　創造工学科3年
　　　　　　　　　　ドーダン・コア 様

　私は中国の河南省出身です。今年で日本に留学してから5年目にな
ります。私は高校生の頃より日本で勉強したいという目標があり、高
校卒業後すぐに日本語学校に入学しました。日本に来たばかりの頃は、
日本語が分からないながらも、早く皆と話せるように日本語学習頑張
りました。いろいろな文化の違いなどから、来日前日本に抱いていた
イメージありましたが、それらは誤解で今は理解しています。
　今後は「国際的な架け橋になる」ことを夢に、皆さんと一緒に平和
な世界をつくりたいです。よろしくお願いいたします。

室蘭工業大学　システム理化学科
　数理情報システムコース　　　李　萌宇 様

　マレーシア出身のイスマと申します。室蘭工業大学の修士1年生です。
　私の日本での一番の思い出は、富士山に登ったことです。事のきっ
かけは友達と「帰国前に日本一の富士山に登りたい」と話した事でした。
　そこでトレーニングを兼ねて昨年6月、まずは近場の山から練習しよ
うと仲間と室蘭岳に登り始めました。その後、昨年8月ついに念願の富
士山登山、8時間かけ登頂を果たしました。
　今回の登山を経験して、日本や北海道の自然が本当に好きになりま
した。

室蘭工業大学　博士前期課程　生産システム工学系専攻
　　　　　　　　　　イスマ・ヌリン・ビンティ・ラズマン 様

プログラム委員会
Ｒ財団・米山記念奨学委員会



出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
０名
51名

出席者数
欠席者数
出席率

31名
20名

60.78％

各種記念日

ニコニコＢＯＸ
本間信（知利別川美化活動無事終了できました）
内池孝年（誕生・結婚・創立記念日にあたり）
藤井徹也（知利別川美化活動お疲れ様でした）
西野義人（登別・室蘭・伊達のイチバン決定戦があります）
川本康裕（本間寛菜会員開業おめでとうございます）
太田義則（結婚記念日にあたり）
椛澤哲也（創立記念日にあたり）

結婚記念日　工藤　一人 会員　10月8日

結婚記念日　黒崎　　清 会員　10月15日

結婚記念日　川原　陽一 会員　10月1日

結婚記念日　田中　健太 会員　10月2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　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

日　時：10月4日㈫　13:30～14:00
会　場：アパホテル室蘭4階　楓
出席者：西野会長、内池幹事、本間直前会長、
　　　　斉藤　崇、猪俣英二、小玉忠弘、赤崎幸三、
　　　　斉藤　聡、加藤栄吉、太田義則、山口雄平、
　　　　宮本一章、荒谷信幸、藤井徹也（文責）
【協議事項】
・会長より挨拶：地区大会説明。
　オンライン参加がメイン。
１）10月25日（火）18:30～20:30社会奉仕委員会
　　クラブフォーラム
　　太田委員長：一昨年、昨年に引き続きフードドライ
ブ事業の継続

　　講師に特定非営利活動法人ゆめみーる、フードバ
ンクゆめみーる統括責任者　木内卓様をお呼びす
る …………………………承認（お車代5,000円）

２）11月22日（火）親睦活動委員会
　　３ＲＣ合同親睦夜間例会
　　宮本朋行委員長欠席に付き、次回理事会にて改め
て上程する

　　2クラブには既に案内を送付済み
　　予算50,000円（余興費）
３）11月29日（火）の例会について
　　11月22日の振り替えで休会に …………… 承認

４）その他
　・クラブのぼり旗
　　クラブ行事で掲揚するクラブ名のぼり旗を作成し
ては？

　　オクトンカタログ価格9,900円＋ポール990円＋
注水式スタンド3,850円

　　⇒3セットで、次回理事会にて上程（見積添付）ポリ
オ旗も含め

　・地区大会動画作成について
　　地区大会用クラブ紹介動画（1分間）を山口会員に
依頼して作成済み　

　　次年度以降も使える仕様　見積80,000円（税別）
　　 ……………………………………………… 承認
　・山口会員より、バックアップ用にハードディスク購
入しては？

　　50周年動画データー、事務局データー等に使用　
容量は1T～2T程度（10,000円程度）

　　⇒金額を確認の上次回理事会にて連絡し購入へ
　・前回理事会にて承認されたアクト上期活動資金
50,000円出金、今週アクト例会にてその旨伝達す
る。出勤手続きは、アクト→事務機局へ依頼→宮本
（一）→委員長に連絡→出金 ……………… 承認

　・10月18日蘭東少年野球同好会浜野様来られ、寄付
金をお渡しする

第4回理事会　議事録

第6回室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和4年10月8日（土）　於　登別カントリー倶楽部

米塚　　豊
水野　　治
徳永　賢二
高岸　満則
千葉　大和
小野寺浩二
斉藤　　聡
徳永　悦枝
斉藤　珠代
西野　義人
本間　　信
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ニアピン　3H：斉藤聡　8H：千葉　13H：徳永（悦）
 　　　　15H：徳永（悦）　
ドラコン　7H：千葉　　17H：徳永（賢）



　10月24日ポリオデーに合わせＲＩ2500地区、2510地区合同による、全道一斉にローカルラジオ局によ
るポリオ撲滅を訴えるラジオ番組が組まれ放送となります。第9グループはＦＭビュー・ワイドラジオにて
放送。濱中ガバナー補佐、唯木伊達クラブ会長、川田登別クラブ会長、西野室蘭北クラブ会長の４名が収
録参加しました。10月24日（月）16：30オンエアーされます。

クラブ広報委員会　小野寺　浩二 委員長

オール北海道 ポリオ撲滅キャンペーン　ラジオ一斉ジャック企画
FMビューワイドラジオ放送

室蘭民報に掲載されました。

クラブ広報委員会より

クラブ広報委員会提供



　ケンタビュー２回目は私と入会同期の宮本朋行
会員です。入会１年半にして早くも親睦委員長を
仰せつかる立場となっています。
　彼の職業は電気工事請負全般を行う大伸電設
（株）の代表取締役、会社は宮の森町にあります。
若社長として時代に即した新たな分野に果敢に取
り組んでおり、将来業界の域を越える成長企業に
なることでしょう。
　家族は奥さんと息子２人、娘１人の５人家族、
“パパ業”子育て実践中です。昨年卓話で趣味の
アウトドア「キャンプ」の話しをしてくれましたが、
趣味の域を越え有事の際には電源機能を駆使、ま
た防災に結びつける見識と知見を有しています。
また「サウナ」も趣味で週に４～５回は通う「サウ
ナ道」（入り方・決めごと・こだわり）の達人でもあ
ります。
　ロータリーに入会して１年半。これまで知り得
なかった人との交流は楽しくもあり有意義さを感
じているようです。これからもクラブの催しには

積極的に参加し、更なる人間関係を構築したいと
願っているとのこと。親睦委員長としては来月行
われる室蘭３クラブ合同親睦例会、他のクラブの
皆さんにも十分楽しんでいただけるよう、現在充
当な準備を行っているようです。
　宮本朋行君とはもう数十年の付き合いになりま
す。彼、一見クールなイメージがあるのですが、実
際は仲間思いで、与えられた仕事や役割には情熱
をもって貫徹する男です。まだ経験浅いロータ
リーですが果敢にチャレンジし、若い会員たちに
刺激を与えること間違いないと信じています。

（２０２1年入会）

宮本　朋行 会員
第2回

出勤して朝礼前パソコン向かい、先代社長から言われた
「段取り八分に仕事二分だ」まずは今週、明日、今日の
入念な準備、確認を怠らない。。

チャレンジ精神は他の若い会員に
刺激を与えるでしょう。




