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4月9日(木) 晴れ 
●ソング／なし 
●司会／海野 均会長 
●ゲスト／・(一社)北海道ザンギ連盟 金井 英樹様 

・米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん 
●ビジター／札幌東１名 
●4月9日出席率／会員32名中欠席11名、規定除外者

4名60.7% 
●2月6日確定出席率／会員32名中欠席4名、規定除者
3名86.2% 

●入会式／髙見幸浩さんの入会
式を行います。スポンサーは、
得能会員です。ロータリーバ
ッヂ他をお渡しいたします。
髙見新会員より、挨拶があり
ました。 

●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。3 月はｺﾛﾅｳｲﾙｽ拡大防止のため
例会がありませんでしたので、3/3 に米山奨学生のアン
さんに直接お会いし、3月分の奨学金10万円をお渡しし
ました。／新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ拡大の影響による、今後のロータ
リーに関する行事の開催状況をお知らせします。3/7・8
に予定していた PETS は中止となりました。セミナーの
代替えとして、DVD 作成、資料配布等の対策を講じまし
た。3/21 に予定していた合同 IM も中止となりました。

現在、「報告文書でのIM開催に変える」方針で協議して
います。4/12に予定していた地区研修・協議会も6/15開
催予定から中止となり、DVD 作成、配布になりました。
3/15 から 5/31 に延期となっていたRLI セミナー パー
トⅠは中止となりました。次年度中に、パートⅠからパ
ートⅢ迄の 3 回は開催したいとの事です。また、6 月に
予定していたハワイでの国際大会と、インターアクト年
次大会は中止となりました。国際大会の登録料は全額返
金となります。現在、国際ロータリー日本事務局で対応
方法を検討中ですので、詳細が決定次第お知らせします。
／吉田会員の勤務先の会社名が「北海道クリエイティブ
株式会社」に変更となりました。北海道エネルギーホー
ルディングスと戦略的業務提携に合意し、新体制として
スタートするそうです。／山岸会員の勤務先の会社名が
新会社分割設立の為、「北海道電力株式会社 送配電カン
パニー」から、「北海道電力ネットワーク株式会社」に変
更となりました。 
●幹事報告／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、ご出席お願い致します。／今月のロ
ータリーレートは、108円です。（前月110円）／ロータ
リーの友3月号とガバナー月信3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。また、
ロータリーの友事務所が在宅勤務を実施しているため、
5 月号の発行を中止し、5-6 月合併号の発行となるそう
です。 

誕 生 日  小西 政秀 会員（４月３０日）
        菊田 等 会員（５月２２日） 
        池上 喜重子会員（５月２７日） 
        池﨑 潤  会員（６月７日） 
家族感謝の日  桶谷 治  会員（４月１７日） 
        小西 政秀 会員（４月３０日） 
        池上 喜重子会員（５月８日） 
        山岸 曉雄 会員（５月１８日） 
創 業 記 念 日  山岸 曉雄 会員（昭和２６年５月１日）北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 
        森本 正夫 会員（明治１８年５月１６日）（学）北海学園 

松下 徳良 会員（昭和５７年５月１６日） 
           (株)京王プラザホテル札幌 

久保 隆  会員（昭和５１年６月９日）㈱北海道イトミック 
入 会 記 念 日  森本 正夫 会員（昭和５２年４月２１日） 
        多米 豊  会員（昭和５２年４月２１日） 
        冨岡 公治 会員（昭和５２年４月２１日） 
        馬杉 榮一 会員（昭和５２年４月２１日） 
        菊田 等  会員（平成２３年５月１２日） 
        吉田 聡子 会員（平成１８年６月１日） 
        岡出 敏美 会員（令和２年６月１日） 
        金井 英樹 会員（令和２年６月１日） 
        横山 哲也 会員（令和２年６月１日） 

Vol.XLIII  No.２０３７ 

第２０３７回 例会 

2020 年 6 月 11 日（木） 

第２０３６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 



●委員会報告／なし 
●米山記念寄付／ 
目標額528,000円 達成額125,800円  達成率23.8％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額534,600円 達成額229,200円 達成率42.8％ 
●ニコニコBOX／ 
目標額1,100,000円 達成額626,000円 達成率56.9％ 
●主要プログラム 
「ザンギの可能性について」 

一般社団法人北海道ザンギ連盟 
金井 英樹様 

当団体はザンギを通して北海
道を元気にする目的を掲げ 、 
2010年10月に発足致し本年で10 
周年を迎えます。ザンギは、 長い
歴史(釧路のザンギ発祥店は昭和 
35 年から提供を始めている)が
あり、大衆食として広く道民の

方々のソウルフードとして身近で愛されるメニュ ーで
あります。日本国内においての唐揚市場は大きく、 老若
男女幅広く食べられ おり、 (一社)日本唐揚協会 の調
べでは唐揚専門店は増加傾向で、「おかず」「おやつ」
「つまみ」、「内食」「中食」「外食」と幅広いニーズ
があります。これだけ広い市場の唐揚ですが、全国的に 
広範囲で地域名称が根付くのは北海道以外にほとんどあ
りません。私共は、大きな市場に対してザンギという具
体的な手法を用いて北海道経済の活性化に寄与すべきと

考え、北海道のソウルフード「ザンギ」 の価値を高める
施策がございます。企業とのコラボ 企画にてザンギを広
く認知頂きっかけ作りを行いました。LAWSONからあげク
ン北海道ザンギ味 監修 、湖池屋ポテトチップス北海道
ザンギ味監修、スシロー北海道フェア企画のコーディネ
ート等がありました。また、団体独自としての 施策も展
開しております。ザンギ提供店舗を集めたイベントの企 
画運営、道内各市町村特産品を用いたオリジナルザンギ
開発の推進、新たな市場拡大を目指したオリジナルザン
ギ「ハラールザンギ」の開発、ザンギのエンタメとして 
オリジナル曲の制作やタレントが就任する「北海道ザン
ギ応援大使」制度の開始等があります。そして社会貢献
活動も積極的に行っております。母子家庭支援活動施設
や障害者就労支援施設への慰問、食品ロス削減へ向けて
の取り組み等があります。今後におきましてもザンギの
売上No.1を決めるイベントの企画運営や、更なる市場拡
大を目指す「ヴィーガンザンギ・エゾシカザンギ」の開
発販売、道外企業とのコラボ によるサブスク施策「ザン
ギパスポート」の運用開始を準備しております。更には 
真の北海道のソウルフードとしての価値を目指す運動
「ザンギを北海道遺産に！」を 始動 、北海道観光と道
産品振興を目指します。今後も多くの方々のお力添えが
必要でございます。ご興味持たれた方は、是非賛助会員
にご加入頂きます様、宜しくお願い申し上げます。 

終目標は、寿司や天ぷらと同じく、海外でもザンギ
が北海道のソウルフードと認知される事です。 
北海道から海外へ！「たかがザンギ、されどザンギ」

 

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        6/18(木) 委員長 退任挨拶 

各委員会委員長 

                                ソング：それでこそロータリー 

 
海野 均会員：皆さんお疲れ様です。コロナで大変な年になりましたが、今後ともよろしくお願いいたします。
池﨑 潤会員：金井様、本日よろしくお願いいたします。 
得能宗洋会員：久しぶりの例会ですね。金井さん本日よろしくお願いします。 
小川眞治会員：困窮するウイルス自粛で経験のない生活環境に苦慮しています。暫くはみんなで強く生きまし

ょう。 
中嶋成実会員：創業を祝っていただきありがとうございます。 
多米 豊会員：きれいなお花をいただきありがとうございました。家族感謝の日祝。 
久保 隆会員：コロナは、そろそろ終了しても良いコロナ！ 
松下徳良会員：お久しぶりです。ホテルは閑古鳥の巣になってます。 
遠島芳然会員：久しぶりの例会に際して。 
安藤壽建会員：お久しぶりです。 
吉田聡子会員：金井さん、こんな時にも拘らずお越し頂きありがとうございます！ 

コロナに負けず頑張りましょう！ 
山岸曉雄会員：コロナ、１日も早く鎮静化して平和な日々が戻ってくることを祈っております。 

皆さん、負けずに頑張りましょう。 

12 日 (金) 札幌幌南 五大奉仕委員長退任挨拶 16 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
12 日 (金) ライラック 定例休会 16 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
13 日 (土) 札幌手稲 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 17 日 (水) モーニング クラブ協議会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

15 日 (月) 札幌南 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 17 日 (水) 札幌 例会取消（休会）
15 日 (月) 札幌北 例会取消（休会） 17 日 (水) 真駒内 理事・各委員長退任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
16 日 (火) 札幌西 例会取消（休会） 17 日 (水) 新札幌 移動例会
16 日 (火) はまなす 例会取消（休会） 18 日 (木) 札幌東 SDGs～持続可能な未来へ～ (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


