ＲＩ第 2510 地区第 4 グループ

札幌西北ロータリークラブ

創立 1977 年 4 月 21 日

会長 遠島 芳然 幹事 西 智樹・海野 均
クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2020～2021 年度 ホルガー・クナークＲＩ会長 ロータリーは機会の扉を開く
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例会

〜専門性を高める事で得られた新たな価値～

今日の

2020 年 8 月 6 日（木）

金井

プログラム

英樹

会員

ソング：クラブ讃歌

誕

生

日

家族感謝の日
創 業 記 念 日

入 会 記 念 日
第２０４３回

小川 眞治 会員（８月１２日）
金井 英樹 会員（８月１３日）
海野 均
会員 (８月１５日)
中嶋 成実 会員（８月１８日）
望月

陽介

会員（昭和５６年８月７日）北海建物管理㈱

得能

宗洋

会員 (昭和５４年８月１０日) ソニー生命保険(株)

新谷

喜信

会員（昭和５５年８月１２日）円山北歯科

山本

耕司

会員 (昭和４３年８月１４日) リライアンス(株)

西岡

憲廣

会員（昭和５２年８月１１日）

例会報告
7 月 30 日(木) 晴れ

札幌モーニング RC は、現在ビジター訪問・メークアップ

●ソング／日も風も星も

をお断りしていますが、8/19 より再開するとの事です。

●司会／遠島 芳然会長

ビジター訪問の際は事前連絡をお願いしたいとの事です

●ゲスト／なし

ので、事務局までお知らせください。／報告文書での開

●ビジター／札幌 1 名

催となった前年度の合同 IM の報告書が届きました。ご

●7 月 30 日出席率／会員 34 名中欠席 9 名、規定除外者

覧になりたい方は、事務局までお知らせください。

2 名 71.8%
●7 月 9 日確定出席率／会員 34 名中欠席 7 名、規定除者
2 名 78.1%

●委員会報告／ロータリー財団委員長 中嶋成実会員
7/12 の北海道新聞の記事にポリオについての記事が
掲載されていました。
当クラブの寄付状況報告に添付し、

●会長報告／ガバナー事務所より、地区委員長、委員が

ブレスト BOX に配布していますのでご覧ください。今後

委嘱されましたので、委嘱状をお渡しします。RLI 委員

は、寄付状況の報告書を例会時に各テーブルに配布する

会委員長 渡邊葉子会員、青少年交換委員 望月陽介会

予定です。
会員の皆様、
寄付のご協力をお願い致します。

員、インターアクト委員会委員 海野均会員です。広報・

●米山記念寄付／

ICT 委員会委員 小林秀樹会員は本日お休みですので、

目標額544,000 円 達成額

次回お渡しいたします。

●ロータリー財団寄付／

●幹事報告／前回例会にてご協力いただきました熊本

目標額545,700 円 達成額 110,700 円 達成率 20.2％

豪雨の義援金額は、22,000 円でした。皆様ありがとうご

●ニコニコ BOX／

ざいました。／札幌清田 RC より、ビジター訪問・移動例

目標額 800,000 円 達成額 107,000 円 達成率 13.3％

会時のメークアップ訪問のご遠慮のお願いがありました。

51,000 円

達成率 9.3％

●主要プログラム

施設への甘酒寄附というボランティアをきっかけに

「
『うちのお父さんはパチンコ屋さん』という本を

NPO 法人を設立し、少年野球への応援が「少年野球

書いた社長が作った会社に入った私」

専用球場」の建設につながりました。弊社において
は、ボランティアは「施す」ものではなく「共に喜

髙見 幸浩 会員

ぶ」ものであり、その証左に会員は報酬をもらうど

私の勤務する太陽グループ
の本業はパチンコホール経営

ころか、法人運営のため毎月会費を納めておりま

です。本来、パチンコホール

す。ホール駐車場での子供の熱射病死をきっかけに

経営企業の経営職が社会奉仕

「子連れお断り」を打ち出した業界に対し弊社は託

を標榜する「ロータリークラ

児室を設置、資格を持った保育士を雇用しました。

ブ」に入るのはいかがなものか、とお考えになる向

その保育士たちの思い・働きに報いるため社会福祉

きもあろうかと思います。そこで少しお時間をいた

法人を立ち上げ保育園を開園、今、2 園の認定こど

だいて、弊社がどのような企業であるかをご披歴さ

も園を経営しております。
「共に生きる、共に喜ぶ」

せていただきます。タイトルにあるように弊社社長

ことで、いきがい・やりがいを持てるのが太陽グル

東原はこの業に身を投じた時分、
「パパ、パチンコ屋

ープという会社です。その会社に私が入ったのは今

さんに勤めているよ」と自分の息子さんに言えなか

から 19 年前。勤めていたデパートが倒産したあと、

ったそうです。それだけ「意識の低い業」であった

「就職相談室」担当であった私に声をかけ、拾って

ようです。自分が言えないなら働く従業員も同じ気

くれたのが太陽グループです。経営のベテランであ

持ちではないのか？だったら「パパはパチンコ屋さ

る皆様からすると、私はほんの若輩者であります。

んだ」と子供に胸を張って言える業にしたい、業が

少しでも皆様から学ぶことができればと考えており

無理なら太陽グループをそういう会社にしたい、そ

ます。よろしくお願いいたします。

ういう思いで事業を続けてまいりました。児童養護

遠島芳然会員：高見会員の卓話楽しみです。
西 智樹会員：高見さん、卓話よろしくお願いします。
海野 均会員：高見さんの卓話楽しみです。
菊田 等会員：高見会員の卓話楽しみにしております。
池﨑 潤会員：高見さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。
得能宗洋会員：高見さんの卓話楽しみです！
久保 隆会員：高見さんの卓話楽しみです。
小川眞治会員：入院加療、無事に退院しました。健康が何よりです。クラブ会員に感謝です。
安藤壽建会員：7 月 23 日に誕生日でした。祝っていただきありがとうございました。
岡出敏美会員：先日卓話をしました。少し時間オーバーし、申し訳ありません。
中嶋成実会員：もう大分前の話になりますが、当クラブゴルフコンペで優勝してしまいました。メンバーと
ハンディに恵まれました。ありがとうございました。
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日
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 会員増強について (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
（札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）
(金) ライラック 通常例会
(土) 札幌手稲 繰上移動夜間例会
(月) 札幌南
法定休日
(月) 札幌北
法定休日
法定休日週の為、休会
(火) 札幌西
(火) はまなす 法定休日週の為、休会

次回プログラム

8/20

11
11
12
12
12
12
13

日
日
日
日
日
日
日

(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会

租税教育
横山

哲也

会員

ソング：それでこそロータリー
例会場：札幌三越４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

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

会報委員／◎○西

TEL:011-200-2066

智樹、池﨑

潤、久保

隆、小西

政秀、八木

健真

FAX011-200-2067 E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp
HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com

