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10月10日(木) 曇り 
●ソング／我等の生業 
●司会／海野 均会長 
●ゲスト／第2510地区 福田武男ガバナー 

〃  宮部光幸第4ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐 
●ビジター／札幌幌南1名 
●10月10日出席率／会員32名中欠席13名、規定除外
者3名55.1% 

●9月12日確定出席率／会員32名中欠席4名、規定除
者1名87.0% 
●会長報告／10/4(金)・5(土)に地区大会が開催されま
した。お疲れ様でした。 
●幹事報告／前回例会終了後に定例理事会を行い、年間
プログラムが卓上に配布の通り承認されました。／10/16
（水）に札幌パークホテルにて会長ノミニー指名委員会
を開催します。／11/14（木）の夜間移動例会～JAZZの
夕べ～のご案内をお送りしています。出欠の回答を11/1
（金）までに事務局までお願いします。新会員候補の方
やご家族の方などたくさんの方のご参加をお待ちしてい
ます。／次週、10/17は国民の休日週の為、休会です。次
回の例会は10/24ですので、お間違いのないようにお願
いいたします。／ガバナー月信9月号とロータリーの友
10月号が届きました。入り口に置いてありますので、お
持ち帰りください。 
●委員会報告／なし 
●主要プログラム 
「ガバナー公式訪問」 
国際ロータリー第2510地区 福田 武男ガバナー 
今年度のマロニー会長の強調
事項 4つがあります。一つが
SDGs、もう一つが、家族の時間
を競合しない、補完しあう。も
う一つは若い人をリーダーに
してください。最後に出てくる
のはロータリーを成長させる

という事なのです。成長させるという事は奉仕活動をさ
らに強力にするという事もありますが、やはり会員増強
です。彼が言うのは、10万人入って、10万人やめるから、
全く効果がない。一見、維持されていると思うのですが、
発展途上国が増えて、先進国、支援する側が減っている。
ですから全体的にはロータリーの力は下降気味にあると
いう事を言っています。数だけを求めても駄目で、とに
かく違った方法でやって欲しいという事です。その違っ
た方法ということで考えていたのが、衛星クラブ。これ
は間違いなく親と子の間を繋ぐものだと思うのです。親
は子供に自分のクラブに入ってきてほしい。子供も親が
退会したら自分が入るだろうなと考えると思うのです。
でも、なかなか最近のお年寄りは元気です。若い息子さ
ん達が入会する機会がなくなってしまっている。それで
中間の衛星クラブ、子クラブをつくっておけば、良いの
ではないかと思います。ただ結果的に会員増強になるこ
ともあるでしょうけれども、直接の目標ではない。岩見
沢でやっているように永遠に衛星である子クラブであり、
ロータリーにしてしまうと意味がないように思います。 
もう一つは入会してもらうときに、ロータリーの魅力
を伝えてほしい。ロータリーの魅力をすぐ言える方はな
かなかいないと思うのです。それでロータリーの目的の
理解解釈することによって、ロータリーの魅力を伝えて
ほしいと思うのです。ロータリーの目的はそれぞれの手
帳にも書いてあります。それから、どこのクラブに行っ
てもないのですが、決議23-34を載せてほしいのです。
なぜかと言うとロータリーの目的は決議23-34を見ない
とわからないのです。ロータリーの目的は短いですよね。
「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これ
を育むことにある」と。4つ書いてあるのは説明なので
す。この説明だけでは、文章の意味としてはわからない。
そこで決議23-34第2項ですけれども「一言にして言え
ば、ロータリークラブとはロータリーの奉仕哲学を信奉
する代表的職業人のグループのことに他ならない。した
がって、これら代表的職業人が絶えず追求しなければな

誕 生 日  西岡 憲廣 会員（１０月２４日） 

        多米  豊 会員（１０月２６日） 

家族感謝の日   安藤 壽建 会員（１０月２７日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  得能 宗洋 会員（平成２４年１０月２５日） 

Vol.XLIII  No.２０２４ 
第２０２４回 例会 
2019年10月24日（木） 

 

第２０２３回  例会報告 

2019～2020年度 マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長 ロータリーは世界をつなぐ 

創立1977年4月21日 

  

会長 海野 均  幹事 池﨑 潤 

今日の 
プログラム 

ＲＩ第2510地区第4グループ 

 

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 



らないものは、①クラブ生活を通じて、事業と人生の成
功の達成と幸福の実現の真の処りどころである奉仕理論
を学び、②クラブ生活を通じて、クラブ会員のみならず
地域社会全体に対して奉仕理論の提唱を行い、③一人一
人のロータリアンがあくまで一個人として、自己の職業
的社会生活のみならず日常生活全般において、ロータリ
ーの奉仕理論を実践に移し、かつ、④具体的原則と事例
をとらえ、個人奉仕の方法により、また団体奉仕の方法
により、ただ単にロータリアンの教育のためばかりでな
く、すべての一般社会人にロータリー理論の実践の尊さ
の理解を植えつけることである。」こう書いてあります。 
これは私流に訳しますと、「人生の中で最も大切な奉
仕の理論を例会で学び、学んだら自分の家庭や地域や職
業や業界に広げてください。」このことをロータリー運動
と昔の人は言ったのです。若い方に特に言いたい、我々
は一つの目標に向かっている同志です。「人間には誰でも
幸せな家庭をつくりたい」「事業を成功させたい」「生き
がいのある人生を送りたい」大体3つの願望を持ってい
ます。奉仕の理念という大きな道を進めば、全て叶うの
ですと言っているのです。ですからこの奉仕の理念とい
う道を皆さんで進みませんか、是非、この素晴らしい考
え方を、自分の周りのすべての世界に広げていきません
か、あなたも私のクラブに入ってこういう事をやってい
きませんか、あなたも素晴らしい人生を送れますよ。こ
ういう事を言わなければロータリーには入らないと思い
ます。 
最後に「奉仕の理念」というものは何なのか、答えを
一つ二つ言いますと、奉仕の理念というのは、32年間国
際ロータリーの事務総長を務めたチェスリーペリーが言

っています『何処においてもロータリーには一つの基本
理念があり、それは他人を思いやりそして他人のために
尽くすことである』さらにシャルドンはサービスという
考えを導入しました。日本語に解釈されたものが、『利己
と利他の調和』例えば商売で言うと物を売ったり、買っ
たり、お客さんが本当に喜んでくれた、経営的にも良か
った、どっちも良かった、というギリギリのところを追
い求めなさいという事なのです。それを従業員との間で
も、業者との間にもやってください、全ての自分の取り
巻きにそれをやってくださいと。利己と利他の調和をギ
リギリまで追い求めた時に、素晴らしいビジネスになり、
商売も発展して全てが上手くいくというのが、利己と利
他の調和です。ロータリーには100人いたら100通りの
考え方があります。良いところだけとって自分なりの素
晴らしい奉仕の想いを人生かけ、徐々に大きくしていっ
て、素晴らしい輝きにしていくというのが、ロータリー
の一生の楽しみだと私は思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

25日 (金)札幌幌南 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 29日 (火)札幌清田 理事会裁量により休会

25日 (金)ライラック 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 29日 (火)大通公園 定例休会
26日 (土)札幌手稲 繰上夜間移動例会 30日 (水)モーニング NPO法人「飛んでけ！車いす」の会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

28日 (月)札幌南 ロータリーでのバキオ基金について （札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ）　 30日 (水)札幌 夜間移動例会
28日 (月)札幌北 米山記念奨学委員会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 30日 (水)真駒内 夜間例会
29日 (火)札幌西 夜間移動例会 30日 (水)新札幌 夜間移動例会
29日 (火)はまなす ガバナー公式訪問 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 31日 (木)札幌東 道内企業のこれからの人材採用・育成のポイント （札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ）　

市内他クラブのプログラム

例会場：札幌三越４Ｆライラック 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／○吉田聡子 

事務所：札幌市中央区南4条東4丁目2-1さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HPアドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

次回プログラム    10/31（木）  米山卓話 

                        米山学友 ダグワドルジ・ラワダマーさん 

                                    ソング：日も風も星も 

海野 均会員：福田武男ガバナー、宮部光幸ガバナー補佐、本日はよろしくお願いいたします。 

池﨑 潤会員：福田ガバナー、宮部ガバナー補佐、本日はお越しいただきありがとうございます。 

小川眞治会員：地区大会が千歳で盛大に開催され、参加させていただきました。福田ガバナー、宮部ガバナ

ー補佐、例会出席ありがとうございます。 

望月陽介会員：福田ガバナー、宮部ガバナー補佐、当クラブにご訪問いただきありがとうございました。 

久保 隆会員、新谷喜信会員、山本耕司会員、渡邊葉子会員、松下徳良会員、西 智樹会員、山岸曉雄会員、 

：福田ガバナー宮部ガバナー補佐、本日はご苦労様です。歓迎いたします。 

得能宗洋会員、吉田聡子会員：福田ガバナー、宮部ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

25日 (金)札幌幌南 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 29日 (火)札幌清田 理事会裁量により休会

25日 (金)ライラック 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 29日 (火)大通公園 定例休会
26日 (土)札幌手稲 繰上移動例会 30日 (水)モーニング NPO法人「飛んでけ！車いす」の会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

28日 (月)札幌南 ロータリーでのバギオ基金について (札幌ﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ) 30日 (水)札幌 夜間移動例会
28日 (月)札幌北 米山記念奨学委員会担当 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 30日 (水)真駒内 夜間例会
29日 (火)札幌西 夜間移動例会 30日 (水)新札幌 夜間移動例会
29日 (火)はまなす ガバナー公式訪問 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 31日 (木)札幌東 道内企業のこれからの人材採用・育成のポイント (札幌ﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム
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