
札幌西北ロータリークラブ 

ビジネスオーナーの危機管理（BCP：業務継続計画）について 

～新型コロナウィルス対策もふまえ～ 

   防災・危機管理アドバイザー 医学博士 古本 尚樹氏

ソング：我等の生業 
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9月10日(木) 雨 

●ソング／クラブ讃歌 

●司会／遠島 芳然会長 

●ゲスト／なし 

●ビジター／札幌１名、札幌手稲1名 

●9月 10日出席率／会員35名中欠席8名、規定除外者

3名75.0% 

●8月 20 日確定出席率／会員34名中欠席0名、規定除

者4名100% 

●入会式／葛西純一さんの

入会式を行います。スポ

ンサーは、西岡会員です。

ロータリーバッヂ他をお

渡しいたします。葛西新

会員より、挨拶がありま

した。 

●会長報告／ガバナー事務所より、地区委員会委員が委

嘱されましたので、広報・ICT 委員会委員 小林秀樹会

員に委嘱状をお渡しします。 

●幹事報告／クラブで日本のロータリー100 周年記念ピ

ンバッジを購入いたしました。ブレストBOXにて配布し

ていますのでお持ち帰り下さい。／9/24はガバナー公式

訪問です。たくさんの皆様のご参加をお待ちしておりま

す。また、理事・役員・入会3年未満の会員の皆様には

クラブ協議会のご案内をお送りしています。出欠回答が

まだの方は事務局までお知らせください。／10/9に会長

ノミニー指名委員会を行います。会長経験者の皆様には

ご案内をお送りしていますので、9/30までに出欠の回答

を事務局までお願いします。／札幌西ロータリークラブ

より、創立60周年記念式典・祝賀会を予定していました

が、コロナ禍の影響を鑑み中止する運びとなったとお知

らせがありました。／本日例会終了後、定例理事会を開

催いたします。理事・役員の皆様は、ご出席お願いしま

す。／今月のロータリーレートは、106円です。（前月１

05円）／ガバナー月信の前年度最終号と9月号とロータ

リーの友9月号が届いております。入り口に置いてあり

ますのでお持ち帰りください。 

●ゲスト挨拶／RI第2510地区代表幹事 小山秀昭様 

 PETSセミナーでは、新型コロ

ナウイルスの影響でセミナーを

開催することは出来ませんでし

たが、資料作成・配布等ホストク

ラブとして対応いただきありが

とうございました。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額   56,000円 達成率 10.2％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  158,200円 達成率 28.9％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 196,000円  達成率 24.5％ 

●主要プログラム 

「会員増強について」 

広報・会員増強委員会 

久保 隆 会員 

前年度、今までの会員増強委員

長1名から、会員増強推進委員会

8人体制に変え、実行してまいり

ました。新会員4名の入会という

結果になりました。 

2020-2021年度地区会員増強セミナーが7/2（日）

にありました。議題は会員増強、会員基盤向上につ

いてでした。地区会員増強委員長の武部ＰＧです。 

重要な部分のみ抜粋します。 

誕 生 日  な し 

家族感謝の日  新谷 喜信 会員（９月２０日） 

          吉田 聡子 会員（９月２２日） 

創 業 記 念 日  遠島 芳然 会員（明治２８年９月１８日）教願寺 

入 会 記 念 日  な し 
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第２０４８回 例会 

2020 年 9 月 17 日（木） 

第２０４７回  例会報告 

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 

創立 1977 年 4 月 21 日 

会長 遠島 芳然 幹事 西 智樹・海野 均 

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 



○自分のクラブに満足しているか？ 

○会員増強の最も重要なことは、入会勧誘資料一式

を整備しておくことです。 

○ロータリークラブとはどの様な団体なのか？ 

「奉仕の心を持つ多少恵まれている人達が、世界

中の多くの恵まれない人達のために支援する組織

であり、会員一人一人の支援は小さいけれど、世

界中のロータリアンがまとまると、とっても大き

な支援になる」と答えます。ロータリーをこのよ

うに理解しているだけで十分だと思います。 

〇ロータリー活動は年会費と寄付行為によって成り

立っています。 

〇30，40，50代の若い世代の入会が、クラブの若返

りと活性化につながると思います。 

セミナーでの講演テーマは「会員増強について」

2570地区冨士見RCの坂本様です。                               

（埼玉県富士見市） 

〇増強の必要性について  

(ロータリー章典2020年1月） 

〇2019年規定審議会における会員身分の決定(変更) 

〇2019年規定審議会での見解 

〇世界のロータリーの現状 

◎高崎RC（1年で64人から115人に増強）の将来に

向けての取り組み 

ロータリー戦略計画委員会を定期的に開催し、過

去から学びつつ、今後のクラブの在り方についての

具体的な取り組みを検討しています。また、そのメ

ンバーは直前年度、現年度、次年度のクラブ会長と

幹事にすることで、ロータリーの単年度主義を超え

て中長期的な議論がなされるようになりました。 

◎横浜中RCの杉島増強委員長が‟会員増強の極意

“と題して、「91歳ロータリアンの会員増強力」と

題して卓話をされています。 

１．奉仕活動に理解のある人を誘う２．昼間の例会

に出席できる人を誘う３．ロータリーの入会金や会

費のことを勧誘時に伝える４．出席についてのメー

クアップの制度を説明する５．クラブの勧誘用リー

フレットを持ち歩く（9月配布予定） 

◎札幌西北の今年度の会員増強 

１．チャレンジ50  

目標5名、会員一人が一人を推薦 

２．推進委員会の構成・・・10名体制とします 

（直前年度8名→10名） 

 会長・幹事  現・直前・次 （計６名） 

 増強委員長         （ １名） 

 情報委員長         （ １名） 

 クラブ奉仕委員長      （ １名） 

 奉仕プロジェクト委員長   （ １名） 

《計１０名》 

３．クラブの魅力は、一人一人が楽しく、いろいろ

な活動に満足し、このクラブに入ってよかったと思

えることではないでしょうか。全員参加が大事だと

思います。人数が増えると、クラブは自然と生き生

きとしてきます。チャレンジ！

 

 

  

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／◎西 智樹、池﨑 潤、○久保 隆、小西 政秀、八木 健真 

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 

遠島芳然会員：久保さんよろしくお願いします。葛西さんの入会を祝して。家族感謝の日祝。 

中嶋成実会員：久保隆会員、会員増強のお話楽しみにしております。 

安藤壽建会員：久保さんのスピーチ楽しみです。 

得能宗洋会員：久保さんのお話、勉強させていただきます。 

西岡憲廣会員：新入会員、葛西さんを迎えて。 

渡邊葉子会員：ご無沙汰致しました。 

葛西純一会員：この度、新会員となりました。よろしくお願いいたします。 

松下徳良会員：小山地区代表幹事ようこそおいで下さいました。久保さんの卓話楽しみです。 

小林秀樹会員：お久しぶりです。日曜日、小樽廻りの特急「ニセコ」に乗り鉄してきます。コロナに負けないゾ。

RI 第 2510 地区代表幹事小山秀昭様：本日はよろしくお願いします。 

次回プログラム  9/24（木）  ガバナー公式訪問 

             RI 第 2510 地区 第 4 グループ 福井敬悟ガバナー・青木貞康ガバナー補佐

                                   ソング：手に手つないで 

18 日 (金) 札幌幌南 理事会裁量により休会 22 日 (火) 札幌清田 法定休日
18 日 (金) ライラック 理事会裁量により休会 22 日 (火) 大通公園 法定休日
19 日 (土) 札幌手稲 理事会裁量により休会 23 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

21 日 (月) 札幌南 法定休日 23 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

21 日 (月) 札幌北 法定休日 23 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

22 日 (火) 札幌西 法定休日 23 日 (水) 新札幌 ガバナー公式訪問 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
22 日 (火) はまなす 法定休日 24 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


