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本日のプログラム

次回の予定プログラム

洋食ランチ（コーンスープ、ハンバーグ、ミ
モザサラダ、パン、バター、デザート）

中華ランチ（麻婆豆腐、蒸し鶏サラダ、
スープ、白飯、デザート）

１．社会奉仕委員会　太田委員長より
　　献血例会のお知らせ

［委員会報告］

2023年3月14日（火）　第2414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
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「待ったなしインボイス、
　　　　　最終準備の必須ポイント」

川原　陽一 会員
プログラム委員会

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱
北海道支社 プロフェッショナルエキスパート　

吉川　雄一 様
プログラム委員会

卓話「電力ネットワーク事業のご紹介」

前回までの例会の報告

第2413回（3月7日）例会記録

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．ポリオ・プラス募金の報告
　　（委員長欠席の為）
　　3月の募金額は3，068円です。前年度繰越
金と合わせて91，594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。

４．ワンコインニコニコBOXの報告
　　（委員長欠席の為）
　　2月の募金額は2，020円です。累計は36，
239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。

５．昨年度の開始時、私の幹事就任挨拶で「例会
におけるフードロスをなくす！！」と宣言を
させて頂きましたが、皆様のご協力のお陰
で大分フードロスも少なくなってまいりま
した。西野年度もあと残り４ヶ月というタ
イミングで、その成果を皆さんに例会終了
時に出席回答率を発表していきたいと思い
ます。どうぞ宜しくお願い致します。

［幹事報告］［幹事報告］

会
　
報

※3/21（火）は法定休日でお休みとなります。

［本日のゲスト］
NHK室蘭放送局
 局長　菅井　賢治 様（室蘭RC）
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＝13６円
３月のロータリーレート

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

24名
27名

47.05％

（正）出席者数　　19名
　　欠席者数　　32名
　　出席率　 37.25％

第2412回例会　2月28日
（誤）出席者数　　27名
　　欠席者数　　24名
　　出席率　 52．94％

　前回会報の第2412回例会の出席率に誤りが
ありました。お詫びを申し上げますともに、以下
のとおり訂正させていただきます。

⇒

STOP!フードロス
現在なお出欠のご連絡がない方がおられます。
欠席する際は必ず事前に連絡を入れてください。

今年度の目標であるフードロスの解消



　室蘭北ロータリークラブの皆さま、この度は貴
重な機会をいただき、ありがとうございます。私は
去年6月に室蘭放送局に着任し、2度目の室蘭勤務
の機会を得ました。現在、室蘭ロータリークラブに
参加させていただいています。今回は室蘭放送局
の災害への備えと、ＮＨＫの防災・減災に向けた取
り組みについて紹介します。
　ＮＨＫ室蘭放送局の担当地域は豊浦町からえり
も町まで、胆振日高の18市町。太平洋沿岸の放送
局として、巨大地震と津波のリスクに向き合って
います。放送局の建物は、標高20ｍ余りの堅い地
盤の上に建っているため、地震の揺れや津波によ
る直接的被害の危険性は低いと考えています。た
だ、室蘭市内の広い範囲が津波で浸水した場合、
一時的に孤立する可能性は否定できません。業務
継続は職員やスタッフの安全確保が大前提です。
いざという時の行動をふだんから考えておくよう、
折々に伝えています。また、通信が途絶しても映像
を伝えることができる衛星系機材の習熟を図る
とともに、局舎や電波を出している鉄塔に自家発
電設備を備え、一定の燃料も備蓄しています。しか
し、孤立が長期にわたった場合、燃料や物資をいか
にして確保するかは、今後も検討しなければなら
ない課題です。
　次に、NHKが展開している防災・減災の取り組
みをいくつか紹介します。その多くは、東日本大震
災の反省が出発点になっています。当時、災害報道
の責任者だった私は、多くの方が亡くなった事実
に打ちのめされました。さまざまな状況に置かれ
た一人ひとりの方々に向けて、本当に必要な情報
を伝えることができていたのか…。その後、仲間

たちと災害報道の見直しを進めてきました。異常
な事態への危機感が伝わるように、画面の文字や
アナウンサーが使う言葉も改めました。さらに、停
電でテレビが見られなくなっても情報を伝えられ
るよう、スマートフォン向けのニュース防災アプリ
も開発しました。
　ただ、過去の災害を振り返ると、人々が避難行
動を起こすきっかけになるのは、放送よりも、「身
近な人」の声、存在であることが分かっています。
防災・減災を実現するには、地域の中に「仲間」を
増やしていくことが最も重要だと考えています。
去年は、アナウンサーたちが蓄積してきた「命を守
る呼びかけ」をデータとして公開しました。災害関
連の番組から切り出した動画や記事、全国のハ
ザードマップ、企業のBCP（事業継続計画）策定に
役立つ情報などもネットなどに掲載しています。
これらは企業や学校、自治体などの方々に自由に
活用してもらうことを想定しています。
　室蘭放送局では去年10月に防災イベントを開
催し、10日間で1200人もの方々にご来場いただ
きました。今年は関東大震災から100年。当地でも
地域の皆さまとともに、防災・減災につながる取
り組みを進めていきたいと思います。

前回例会のプログラム

　NHK室蘭放送局　　　　　　　　　　　
局長　　菅井　賢治 様（室蘭RC）

プログラム委員会

　NHKでは、東日本大震災の経験を踏まえ
て、災害時の報道において避難を促すための
様々な工夫を行っていることがわかりました。
もっとも、避難に結びつけるには、テレビやラ
ジオによる報道だけでは十分ではなく、地域に
おける「仲間づくり」が重要だということがわ
かりました。そこでNHKでは、企業や自治体
が呼びかけをする際に参考にできるように、
防災の呼びかけ方法を公開したり、防災に関
するイベントを行い地域の人々 に防災について
学んでもらうなど様々な取り組みをされてい
ることがわかりました。本日の菅井様のお話
しを踏まえて改めて防災について考えていき
たいと思いました。（H.H.）

卓話「災害に備える取り組み」

各種記念日

誕生記念日　岸田　　理 会員　3月1日

誕生記念日　小玉　忠弘 会員　3月8日

結婚記念日　國田　雅弘 会員　3月3日

結婚記念日　内池　秀光 会員　3月4日

結婚記念日　米塚　　豊 会員　3月6日

結婚記念日　中田　孔幸 会員　3月9日

結婚記念日　大和田敦基 会員　3月9日

結婚記念日　本間　　信 会員　3月10日

結婚記念日　広瀬　　勲 会員　3月15日

創立記念日　松木　高雪 会員　3月3日



アリシャさんからご挨拶

　皆さま、こんにちは。今日私の最後の例会となり
ます。ですから、この機会で感謝する気持ちを伝え
たいです。
　米山奨学生として室蘭北ロータリの皆さんにお世
話になておりました。特にカウンセラーの川本先生
にはいろいろ大変お世話になりました。いつも私に
優しく、いろいろなことを応援してくれました。
　室蘭で経験した多くの事を横浜の会社で働く時
も生かして行きたいと思います。
　最後にマレーシアと日本の架け橋になれるような
人間になれるよう頑張って行きたいと思います。
　もう一度皆さまにありがとうございました！

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

ご挨拶

日時：2023年3月7日（火）13：30～
場所：アパホテル室蘭　4階　楓の間
出席者：西野義人・藤井徹也・本間　信・内池秀光
　　　　猪俣英二・小野寺浩二・太田義則・山口雄平
　　　　宮本一章・岸田　理（文責）
【協議事項】
協議事項①社会奉仕委員会　献血例会について
　　4月4日（火）にモルエ中島の駐車場を会場に開催。
なお献血は翌日（5日）も開催。 …………… 承認

協議事項②国際奉仕委員会　室蘭岳登山について
　　共同する室蘭工業大学からの是非の返答が5月連
休以降となるため、日程調整の難しさから今年度
の室蘭岳登山は中止する。なお継続事業につき来
年度は実施する予定。……………………… 承認

協議事項③青少年奉仕委員会
　　　　　RAC地区大会・クラブフォーラムについて
　　6月24日（土）にRAC第50回地区大会をアパホテ
ル室蘭にて開催する。24日のみの一日開催となる。
会員は全員登録。支出に関して不足分はクラブか
ら支援する。………………………………… 承認

　　5月30日（火）にクラブフォーラムを開催するが、地
区大会で行う内容を予定している。

協議事項④職業奉仕委員会
　　　　　職場訪問移動例会について
　　4月18日（火）室蘭工業大学にて現地集合。食事（お

弁当）後に見学とお話の時間を設ける。「脱炭素」に
ついての研究などを見学。時間は14時頃までで調
整する。駐車場は工大学食の横にある駐車場を利
用できるが、会員全員が利用できるかは確認して
案内する。

協議事項⑤その他
１）2022年度米山記念奨学生終了式・カウンセラー感
謝状授与式・歓送会について

　　3月21日（火）ロイトン札幌にて当クラブからはカ
ウンセラーと奨学生の２名が出席する。

　　会費8,000円と交通費8,150円を出席者分支出す
る。…………………………………………… 承認

２）地区協議会について
　　4月16日（日）小樽市にて開催される。出席対象者
等詳細については後日地区より案内あり。

３）　トルコ・シリア大地震義援金について
　　トルコ第2430地区へ義援金を届ける。当クラブで
は例会時に会員へ協力を依頼する。……… 承認

４）　今後の例会のあり方について
　　3月13日以降のマスク着用について、ホテル側は
お客様次第ということなので、例会時のマスクに
ついては会員各自の判断に委ねる。またパーテー
ションや検温についても順次対応。……… 承認

５）　クラブ広報委員会　炉辺談話について
　　社会情勢の変化に対応し5～6月中に、お酒ありの
対面で開催予定。日程決まり次第案内する。

第9回理事会　議事録

１.　真実かどうか。
２.　みんなに公平か。
３.　好意と友情を深めるか。
４.　みんなのためになるかどうか。

四つのテスト
言行は　これに照らしてから

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（マレーシア行ってきます）
西野義人（ゴルフ同好会楽しかったです）
廣瀬禎（同好会ゴルフ旅行から無事帰ってきました。
トーナメントの結果は1位と３位でした）
小野寺浩二（年始にコロナになりましたが１月に娘
が生まれました）
川本康裕（アリシャさん２年間の米山奨学生ごくろう
さまでした。ヨコハマに行っても元気でがんばってく
ださい。菅井様卓話ありがとうございます）
赤崎幸三（松山ゴルフお疲れ様でした）
猪俣英二（ゴルフ旅行楽しかったです）




