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様は、お間違いの無いよう、ご出席お願い致します。

例会報告

／ロータリーの友 11 月号が届きました。入り口に置

11 月 1 日(木) 小雨

いてありますのでお持ち帰りください。／今月のロ

●ソング／クラブ会歌

ータリーレートは、112 円です。（前月 112 円）

●司会／吉田聡子会長

●委員会報告／海野

●ゲスト／・青少年交換学生

ｼﾞｭﾘｱ･ｼｯﾊﾟｰｽﾞさん

・北海道電力㈱人事労務部科学塾ｸﾞﾙｰﾌﾟ
グループリーダー

千葉

文彦様

均会員

昨年度の米山奨学生、ダグワドルジ・ラワダマーさん
が、大学の博士課程の本審査を無事合格されたそう
です。
『札幌西北 RC の皆様のおかげです。大変お世話

●ビジター／なし

になりました。
』とメールが届きました。また、機会

●11 月 1 日出席率／会員 34 名中欠席 14 名、規定除

があれば例会で皆様にお会いしたいとの事です。

●幹事報告／11/15（木）は夜間移動例会（ブリの会）

●主要プログラム
「子供達の『科学する心』を
育む取り組み」
北海道電力㈱人事労務部
科学塾ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
千葉 文彦様

です。先日、FAX にてご案内しました通り、会員増強

当社は、北海道の皆様にお世

外者 3 名 54.8%
●10 月 18 日確定出席率／会員 34 名中欠席 8 名、規
定除外者 3 名 74.1%
●会長報告／なし

会を兼ねておりますので、入会を期待したい方々を

話になっている企業として、少しでも地域の方々の

ゲストとしてお誘いいただき、ご参加くださいます

お役に立ちたいとの思いがありました。その中で、青

ようお願いします。出欠回答は、11/8（木）までに事

少年の「理科離れ」が社会的に懸念されており、電気

務局までお願いします。／11/21（水）に第 2 回イン

事業と関わりが深い科学技術の分野で明日の北海道

スピレーションミーティングの開催を予定していま

を担う青少年の育成をサポートしていきたいとの思

す。昭和 34 年生まれ以降の参加対象メンバーの皆様

いから、1995 年に科学であそぼ「おもしろ実験室」

にはご案内を FAX しておりますので、出欠回答を

を札幌市東区苗穂町に開設しました。開設以来の累

11/13（火）までに事務局までお願いします。／本日

計来館者数は、約 16 万 4 千人となっています。

例会終了後、定例理事会を開催します。理事役員の皆

「おもしろ実験室」では会員制度を採用しており、

現在の会員数は約 2,800 人となっています。

コースのクラス分けに加え、小学 1・2 年生を対象と

「おもしろ実験室」は、電気・エネルギー分野に偏ら

した親子クラスを設けています。2017 年度は、それ

ず実験や工作などの直接体験を通して、子ども自身

ぞれ 46 教室（参加者数 1,179 人）
、24 教室（参加者

が本来持っている「理科好き」の心を引き出すととも

数 658 人）を実施しました。

に、興味や好奇心を高め、
「科学する心」を育んでい

札幌圏以外の北海道各地の子どもたちに対しては、

くことを目指しています。そして何よりも大切にし

1997 年から「出前実験教室」を開催してきており、

ているのは、勉強や学習と言った色合いを避け、参加

延べ約 7,800 人の子どもたちが参加しています。今

者が科学に親しんでもらえるプログラム作りです。

年度も 8 地域で実施する予定としています。参加し

子ども達に「科学の楽しさ」を体験してもらうため

た子どもや保護者の満足度は高く、また、北海道と札

テキストや教材は、市販のものは使用せず、オリジナ

幌市の教育委員会から、出前実験教室では当該自治

ルのものを使用しています。また、「小さな科学者」

体の教育委員会からも「後援」を受けるなど全道の教

の気分を高めるため、オリジナルの白衣も好評です。

育関係者からも高い評価をいただいています。

実際の指導は、札幌市内で長年理科に携わった経験

また、過去の参加者アンケートから実験教室の参

豊富な教員 OB が行い、8 人毎に 1 名の実験アシスタ

加者の理系大学への進学率は、普通の中学卒業生に

ント（大学生）を配置し、きめ細やかなサポート体制

比べて高くなっています。理系の大学に進んだ参加

をとっています。

者が、実験アシスタントに応募、また、当社へ入社す

実験教室は毎週土曜日または日曜日に行っており、

ることもあり、ここでの取り組みの成果が少しずつ

3 回連続で通う「定期コース」と 1 日のみの「一日教

現れてきているものと考えています。

室」があります。定期コースは、小学 3・4 年生、小

理科に興味のある方、お子さん・お孫さんの自由研

学 5・6 年生、中学生の 3 コース。一日教室は、定期

究にお困りの方は、ぜひ「おもしろ実験室」へお越し
ください。

吉田聡子会長：本日、千葉様の卓話楽しみです！
西

智樹会員：北海道電力㈱千葉様、本日はよろしくお願いします。

海野

均会員：北海道電力㈱、千葉様、本日はよろしくお願い致します。

多米

豊会員：お陰様で無事 87 才になりました。両親や今迄お世話になった方々に感謝です。

得能宗洋会員：北海道電力㈱、千葉様のお話し楽しみです。
遠島芳然会員：千葉様よろしくお願いします。
安田浩司会員：千葉様 本日の卓話よろしくお願いいたします。
望月陽介会員：千葉様 本日宜しくお願いいたします。
渡邊葉子会員：創業記念祝。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 ガバナー公式訪問
(金) ﾗｲﾗｯｸ衛星 定例休会
(土) 札幌手稲 会員卓話 ロ ータリー財団について
米山奨学生からロータリアンへ
(月) 札幌南
(月) 札幌北
通常例会
(火) 札幌西
移動例会
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次回プログラム
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夜間移動例会
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兼

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

夜間移動例会 新入会員歓迎会

定例休会
地元開催まであと1年、ラグビーW杯の楽しみ方

インターアクト海外研修旅行報告

通常例会
電気について
通常例会

会員増強会
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〜ブリの会〜

会場：あつ賀
クラブ奉仕委員会、広報・会員増強委員会
例会場：三越札幌店４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

会報委員／松下徳良、望月陽介、○遠島芳然、出口元治
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