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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例会報告
8 月 6 日(木) 雨

●ニコニコ BOX／

●ソング／クラブ讃歌

目標額 800,000 円 達成額 132,000 円 達成率 16.5％

●司会／穴倉 廸彌副会長

●主要プログラム

●ゲスト／なし

「たかがザンギ、されどザンギ。
〜専門性を高める事で得られた新たな価値～」

●ビジター／なし

金井 英樹 会員

●8 月 6 日出席率／会員 34 名中欠席 11 名、規定除外者

入会前の卓話の機会におい

5 名 62.0%

ては、北海道ザンギ連盟の概

●7 月 16 日確定出席率／会員 34 名中欠席 6 名、規定除

要についてお話しさせて頂き

者 4 名 80.0%

ました。北海道ザンギ連盟は

●会長報告／なし

設立して本年で 10 年目を迎

●幹事報告／札幌西 RC より、ビジター訪問の際は事前

えましたが、ザンギを通して御縁を頂く方々から、

連絡をお願いしたいとお知らせがありました。ビジター

どの様な経緯でザンギの活動を行う事になったのか

希望の方は事務局までご連絡ください。／ロータリーの

とご質問を受ける事が多ございます。今回は、前回

友 8 月号とガバナー月信 8 月号が届きました。入口に置

のザンギ話の続きの前に、ザンギにたどり着いた経

いていますので、お持ち帰りください。／本日例会終了

緯をお話しさせて頂きます。私は印刷会社を営む家

後、定例理事会を開催いたします。理事・役員の皆様は、

庭の長男として生を受け、家業である会社に入社致

ご出席お願いします。／次週 8/13(木)は法定休日週（山

しました。10 年ほど前にその会社は倒産し、多くの

の日）の為、休会です。次回の例会は 8/20(木)ですので

方にご迷惑をお掛けしました。その後どちらかに勤

お間違えの無いようにお願い致します。／今月のロータ

める選択もありましたが、ご迷惑をお掛けした先様

リーレートは、105 円です。
（前月 107 円）

に幾ばくかのお返しが出来ればと考え起業致しまし
た。

●委員会報告／なし

印刷を生業とせず、とある先輩からマーケットが

●米山記念寄付／
目標額544,000 円 達成額

51,000 円

達成率 9.3％

●ロータリー財団寄付／
目標額545,700 円 達成額 131,700 円 達成率 24.1％

無くならない衣食住関連を仕事にしては助言を頂
き、北海道であれば食であろうとの考えにより食に
関わる企画やコンサルタントなどの業務を始めまし
た。

前職での反省から、価格ではなく唯一無二の価値

間を費やしました。しかしながら、専門性を高めた

を創造しようとスタートしたものの、同様の業務を

事で、徐々にではありますが、様々な業務を推し進

対応する方は多く、前職と同じ様に価格競争が多い

め、企業や団体様からのオファーを頂く事が増えて

現状を目の当たりしました。

参りました。メーカーとのオリジナルザンギの共同

私にしか取り扱えない独自の武器が必要と考えて

開発や、スーパーマーケットで販売されるザンギの

いる中、またもとある先輩からザンギを掘り下げて

監修、映画配給会社とのザンギを用いた新作映画の

みてはと助言を得る事になりました。とは言うもの

プロモーション協力などの実績がございます。

の、幼少時より家庭の味として口にしていた、家庭

また、新たなイベントの企画運営や、飲食サブス

の味であるザンギが、商売になるものかと半信半疑

クリプションの展開、エンターテインメントとして

ではありましたので、商売の可能性を知るために唐

オリジナルザンギソングの制作や北海道ザンギ応援

揚げの市場を調べる事に致しました。調べを進めて

大使によるインフルエンサーマーケティングと多岐

いくと、唐揚げの市場は大きく(お子様からご高齢の

に渡る業務を遂行しております。

方まで幅広い世代に好まれており、揚げ物は女性が

そして一般社団法人として、社会貢献活動も積極

避けるものと考えていましたが、実は男女比はほぼ

的に取り組んでおります。食品ロス削減や母子家庭

半分等の事)が分かり、北海道のソウルフード「ザン

支援施設や障がい者就労支援施設への慰問などがご

ギ」に特化した企業団体がない、極める事で他の追

ざいます。
今後も更なるザンギの価値を高め、多くの方々か

随を許さないコンテンツだと確信し、北海道ザンギ

ら認知される組織となり、ザンギで北海道を元気に

連盟を立ち上げたのでした。

して参ります。

最初のうちは、周りの評価は単純に面白がられた
程度のもので、ビジネスに繋がるまでには多くの時

遠島芳然会員：金井さん、本日の卓話よろしくお願いします。
西 智樹会員：金井様、本日の卓話よろしくお願いします。
海野 均会員：ザンギ大好きです。金井さん卓話よろしくお願いします。
穴倉廸彌会員：会長代行を致します。コロナ再び流行、困ってます。
久保 隆会員：金井さんの卓話楽しみです。
西岡憲廣会員：8 月 11 日入会記念日祝。
新谷喜信会員：8 月 12 日創業記念日祝。
多米 豊会員：今年のお盆は淋しいお盆になりそうです。
得能宗洋会員：金井さんのザンギ楽しみです。
池﨑 潤会員：金井さんの卓話楽しみです。
小川眞治会員：コロナ禍のロックダウンで旅行も気が滅入るこの頃です。無事に誕生日を迎えることに喜びが
増し、感謝しております。
札幌西北 RC ゴルフ同好会：火曜日（4 日）令和 2 年第 3 回ゴルフコンペが終了しました。
21
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日
日
日
日
日
日
日

市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 ガバナー公式訪問
(金) ライラック 定例休会
(土) 札幌手稲 広報・Zoomについて
自動ドアのスイッチについて
(月) 札幌南
職業奉仕委員会卓話
(月) 札幌北
上期ファ イ ヤーサイ ドミーティン グ報告
(火) 札幌西
(火) はまなす 定例夜間例会

次回プログラム

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)

(三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

(三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
(札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

8/27

25
25
26
26
26
26
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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

クラブフォーラム
定例休会
会員卓話

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

前年度出席100％表彰 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
前年度出席100％表彰 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)

夜間例会
通常例会

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

太平洋戦争の思い出
出口

元治

会員
ソング：四つのテスト

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

