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        海野 均会長・池﨑 潤幹事 

ソング：クラブ賛歌 
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11月28日(木) 雪 

●ソング／四つのテスト 

●司会／海野 均会長 

●ゲスト／RI第2510地区 

ロータリー財団副委員長 出村 知佳子様 

●ビジター／なし 

●11月 28日出席率／会員32名中欠席16名、規定除外

者4名57.1% 

●10月31日確定出席率／会員32名中欠席7名、規定除

者3名75.8% 

●会長報告／先月、地区大会が無事終了しましたが、 

表彰者のバッジを預かっていますのでお渡しします。 

クラブ永年出席100％会員表彰者 

40年 多米  豊会員、35年 西岡 憲廣会員、 

25年 小川 眞治会員、15年 穴倉 廸彌会員です。 

●幹事報告／次週は年次総会です。たくさんの皆様のご

参加をお願い致します。／次回例会終了後、定例理事会

を開催します。理事、役員の皆様は、ご出席お願い致し

ます。／福田ガバナーより、沖縄首里城火災の支援金の

お願いが届きました。10/31 未明に発生した首里城の火

災に対する支援金を第 2580 地区で受付けることになっ

たようです。本日の例会で14,950円集まりました。ご協

力ありがとうございました。／来年6/6からハワイで開

催される国際大会の早期割の登録申し込みの締め切りが

12/15 までとなっています。登録される方は、事務局ま

でお申し出ください。／札幌東ロータリークラブの創立

60記念誌が届きましたので回覧いたします。／ガバナー

月信 11 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 

「『水と衛星』グローバル」 

RI第2510地区ロータリー財団副委員長 出村知佳子様 

「水と衛生」のグローバルグ

ラント事業が承認されました

ので、皆様からの財団寄附がど

のように使われ、届いているか

を、お話させて頂きたいと思い

ます。水と衛生はロータリーの

誕 生 日  得能 宗洋 会員（１２月８日） 

家族感謝の日   望月 陽介 会員（１２月１０日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  池上 喜重子会員（平成１８年１２月７日） 
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第２０２８回 例会 

2019 年 12 月 5 日（木） 

第２０２７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 



6つの重点分野です。16年程前、タイのノンカイへ中古

救急車の寄贈のお手伝いをするよう依頼を受け、それが

完了し、現地に出かけました。現地の小学校は飲料水が

無く、裸足の子供達が屋根しかない教室で暑い中授業を

受けていました。地域に必要なのは綺麗な水だというこ

とで、マッチング・グラントで水事業を実施しました。 

著しい発展を遂げたタイですが、東北部では今なお綺

麗な水を飲む事のできない子供達がいます。世界中のロ

ータリアンが水と衛生事業に取り組んでいます。この

WASHプログラムは事業にとても大事なものです。 

この度はまだクリーンウォーターがないタイ東北部

ブンカーン県の8つの小中学校を対象に実施されます。

タイトルは「村の文化による安全な水でタイ東北部のこ

ども達を救う事業」に変わりました。最初はきれいな水

のない学校にクリーンウォーターシステム（RO）を設置

するものでした。同時に子供達、先生達にWASHプログラ

ムの衛生教育事業を実施し、維持管理費は村人達に使用

料を頂き費用に充てるというものでしたが、ロータリー

財団からの回答は「NO」でした。そこで地域の特性を生

かし、持続可能な将来まで続く維持管理の方法はないか

考え、タイ東北部のことを思い出しました。学校では一

村一品の織物等を作ったりしています。ホテルでは固形

せっけんを使っています。このようなことから思ついた

のが、ホテルの廃材石鹸を用いて村人が作ったせっけん

です。廃材石鹸と地元のハーブや果物等を用いたせっけ

んの売上金により維持管理費をします。リサイクル石鹸

による維持管理費の創出、WASHプログラムを地元の保険

所から先生達が受講し教育動画を配信する事業に変化し、

この事業が承認されました。 

この研修内容は御クラブから御参加を頂いて実施さ

れる地区国際奉仕事業にも併せて実施されます。資金計

画ですが DDF と WF が皆様からの年次基金の御寄付から

なっています。皆様の財団寄付のおかげで子供たちへ支

援の手が届けられています。 

皆様からの御支援で子供たちの未来が大きく変わっ

ています。御清聴ありがとうございました。 

 

 

 

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     12/12（木)   疾病予防と治療について  

                        おがたメディカル整骨院 院長 尾形 啓介様 

                                    ソング：奉仕の理想 

海野 均会員：R 財団副委員長、出村様本日は卓話よろしくお願いいたします。 
池﨑 潤会員：出村様、本日はよろしくお願いいたします。 
渡邊葉子会員：出村副委員長、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
池上喜重子会員：出村さんようこそ。創業記念日祝。 
森本正夫会員：88 歳の誕生日を迎えましたので。(10/3) 
久保 隆会員：雪の中、ご苦労様です。家族感謝の日祝。 
安藤壽建会員：夜間移動例会出席できなくすいません。 
西岡憲廣会員：出村さんをお迎えして。 
西 智樹会員：出村副委員長、本日はよろしくお願いします。 
得能宗洋会員：出村副委員長、本日ありがとうございます。 
小川眞治会員：R 財団副委員長出村さん歓迎いたします。財団月間ですので寄付いたしました。 
RI 第 2510 地区ロータリー財団副委員長 出村知佳子様： 

本日は卓話でお世話になります。財団へのご理解に感謝申し上げます。 

6 日 (金) 札幌幌南 新会員卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 10 日 (火) 札幌清田 クラブフォーラム (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
6 日 (金) ライラック 通常例会 （札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）　 10 日 (火) 大通公園 定例休会
7 日 (土) 札幌手稲 ＳＡＡ　会員卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 11 日 (水) モーニング 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

9 日 (月) 札幌南 フィンエアーの就航が北海道にもたらすもの (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ） 11 日 (水) 札幌 年末親睦家族会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
9 日 (月) 札幌北 国際奉仕委員会担当 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 11 日 (水) 真駒内 年次総会 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)

10 日 (火) 札幌西 年次総会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 11 日 (水) 新札幌 年次総会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
10 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 12 日 (木) 札幌東 新会員卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ）

市内他クラブのプログラム


