
札幌西北ロータリークラブ 

日本をとりまく周辺諸国の軍事状況 

          元陸上自衛隊中部方面総監 堀口 英利様 

                   ソング：奉仕の理想 

               

  

 

  

 

 

 

 

   

われ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2月6日(木) 雪 

●ソング／クラブ讃歌 

●司会／海野 均会長 

●ゲスト／・RI2510地区第4グループ 

宮部 光幸ガバナー補佐 

・教願寺 副住職 遠島 光顕様 

・米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん 

●ゲスト挨拶／宮部 光幸ガバナー補佐／ 

3/21(土)に合同インターシ

ティ・ミーティングが開催

されます。皆様のご参加を

お待ちしています。江別RC・

札幌モーニングRCの2クラ

ブで行っている奉仕活動

『旧豊平川に原始の森を再生するプロジェクト』につい

て、札幌市域へ活動を広げたいと計画しています。貴ク

ラブにも協力要請いたしますので後援の検討をお願いい

たします。 

●ビジター／札幌北1名 

●2月 6日出席率／会員32名中欠席11名、規定除外者

4名60.7% 

●1月 23 日確定出席率／会員32名中欠席3名、規定除

者2名90.0% 

●会長報告／チャン・ホアン・アンさんに今月の奨学金

10万円をお渡しします。 

●幹事報告／3/21(土)開催の合同インターシティーミ

ーティングの出欠の回答は 2/13(木)までに事務局へお

願いします。／ロータリー財団より、確定申告用の領収

証が届きましたので配布しています。再発行はできませ

んので、申告まで紛失されないようにご注意ください。

／本日例会終了後、定例理事会を開催します。理事役員

の皆様は、お間違いの無いよう、ご出席お願い致します。

／今月のロータリーレートは、110円です。（前月110円） 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額79,300円  達成率15.0％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額534,600円 達成額151,200円 達成率28.2％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,100,000円 達成額571,000円 達成率51.9％ 

●主要プログラム 

「これからのお寺について」 

教願寺 副住職 

遠島 光顕様 

私は真宗大谷派教願寺に

生まれ育ち、お寺の良い時代

誕 生 日  馬杉 榮一 会員（２月２３日） 

家族感謝の日   西岡 憲廣 会員（２月２２日） 
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        得能 宗洋 会員（２月２８日） 
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2020 年 2 月 20 日（木） 

第２０３４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 



もみてきましたが段々とお寺業界の雲域が怪しくなって

きました。現代ではお寺が潰れる可能性が高まってきま

した。理由としては、お寺がI T化が遅れており、今の一

般の方のニーズがネットで検索してお葬式・法事を申し

込む傾向が出てきてます。お寺は今でもホームページを

持つことを嫌がり、ホームページが流行った当時、お寺

も業者に作成依頼したところ莫大な金額をとられ騙され

たというお寺が何件も出てきました。狭い業界な為、そ

の噂が広まりホームページを作らなくなった事実です。 

また、企業でホームページを持つことは節税対策にも

なりますが、お寺は税金がかからない為、実費でホーム

ページの料金を支払わなければならないという2つの理

由でお寺のIT化が遅れてしましました。 

そんな中で、私が進めている「お寺の窓口」では、お寺

のIT化を推進し、お寺には無料でウェブページを持てる

ポータルサイトを２０１６年１２月からスタートしまし

た。現代は昔とは異なり、お寺の敷居が高く電話するこ

とができない方が多くいるということが調査結果でわか

りました。私が企業準備中にお寺業界に黒船が現れたの

です。それはアマゾンがお坊さんを派遣するということ

です。このことはすぐマスコミが取り上げ、お布施の定

額化ということが話題となりました。しかし、一般の方

が申し込むとお経・法話が下手、僧籍を持っていない人

が来るなどクレームが上がり、評判はよくなかったので

す。お寺の窓口では、審査規定があり十三宗五十六派（伝

統仏教教団）に所属していることでお寺という建物があ

るかないかで判断をしてます。お寺の可視化をすること

により一般の方が安心することが判明しました。その為

お寺のウェブページの必要性を強く感じています。ただ、

お布施の定額制は一般の方にはわかりやすいと思います

が、お布施はお寺を護持運営する金額であり、各々のお

寺の大きさや歴史・地域によって変わってきます。檀家

制度が崩れているからある程度は仕方が無いのかもしれ

ませんが、お寺がなくなる事により日本の歴史と文化も

薄れていく可能性も出てくることは間違えないでしょう。

私は日本人として生まれてきた以上、日本という国の良

さを守るためにもこの事業を続けていきたいと思います。

 

 

 

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      3/5（木)    新会員卓話 

                       ㈱太陽グループ 常務執行役員 髙見 幸浩会員 

                                     ソング：クラブ会歌 

 

海野 均会員：遠島光顕さん、卓話よろしくお願いいたします。 

池﨑 潤会員：遠島様、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

西 智樹会員：遠島様、本日の卓話楽しみにしています。 

菊田 等会員：本日の卓話楽しみにしています。 

中嶋成実会員：遠島光顕様のお話楽しみにしております。 

遠島芳然会員：卓話よろしくお願いします。 

穴倉廸彌会員：遠島様のお話、拝聴して成仏いたします。 

多米 豊会員：今年は遅かった冬将軍をお迎えしたので。 

RI2510 地区第 4 グループガバナー補佐 宮部光幸様：3 月 21 日の IM の 100％出席登録お願い申し上げます。

21 日 (金) 札幌幌南 肝移植・蘇生医療への歩み (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 25 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

21 日 (金) ライラック 定例休会 25 日 (火) 大通公園 定例休会
22 日 (土) 札幌手稲 理事会裁量により休会 26 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

24 日 (月) 札幌南 法定休日 26 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

24 日 (月) 札幌北 法定休日 26 日 (水) 真駒内 新会員卓話
25 日 (火) 札幌西 米山奨学生卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 26 日 (水) 新札幌 クラブフォーラム
25 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会 27 日 (木) 札幌東 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


