
札幌西北ロータリークラブ 

ガバナー公式訪問 

    RI 第 2510 地区 福井敬悟ガバナー 

青木貞康第 4 グループガバナー補佐

ソング：手に手つないで 

   

 

  

 

 

 

 

   

われ 

 

 

 

 

 

 

 

  

9月17日(木) 曇り 

●ソング／我等の生業 

●司会／遠島 芳然会長 

●ゲスト／・防災・危機管理アドバイザー  

医学博士 古本 尚樹様 

・RI第2510地区第4グループ 

ガバナー補佐 青木 貞康様 

●ビジター／なし 

●9月17日出席率／会員35名中欠席9名、規定除外者

4名70.9% 

●8月 27 日確定出席率／会員34名中欠席0名、規定除

者3名100% 

●会長報告／なし 

●幹事報告／前回例会終了後、定例理事会を開催しまし

たので、報告します。議事録はFAXでお送りいたしまし

たのでご確認ください。年間プログラムについて、葛西

新会員のクラブ奉仕委員会所属について、ガバナー公式

訪問クラブ協議会についてが、承認されました。また、

新型コロナウイルスに関する当クラブの対応について、

10 月・11 月も引き続き移動例会時の他クラブへのＭＵ

受付なしとすることと、欠席でもＭＵ出席扱いとするが

承認されました。また、ガバナー補佐候補者推薦につい

て、次年度は当クラブから選出する年となりまして、久

保会員を推薦することが承認されました。／次週はガバ

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、クラブ協議会に参加される皆様は11

時までにお集まりください。／10/1は新会員歓迎夜間移

動例会です。ご案内を FAX でお送りしています。5 名の

方の新会員の方と親睦を深めるために皆様ご参加をお願

いいたします。出欠の回答は 9/24 までに事務局へお願

いいたします。／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。

／札幌幌南 RC より、9/25 の定例夜間移動例会は前年度

延期となった「創立55周年記念祝賀例会」を開催される

とのお知らせが届きました。当日はクラブ会員・家族の

みでささやかながらの会を催す予定ですので、ビジター

のご参加はお控えくださいとの事です。／得能会員の勤

務先が「マニュライフ・フィナンシャル・アドバイザー

ズ株式会社」に変更になりました。変更後の名簿シール

をブレストBOXに配布しています。葛西会員の名簿シー

ルも一緒に配布していますので、会員名簿に貼ってご使

用ください。 

●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 222,000円  達成率 27.7％ 

●主要プログラム 

「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 古本尚樹様 

新型コロナウィ

ルス感染拡大によ

り、個人事業主・

企業におけるリス

クまた経済や雇用

の課題、従業員の

感染予防などその影響は甚大である。「現在進行形」

誕 生 日  山岸 曉雄 会員（９月２８日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  山本 耕司 会員（平成４年９月２４日） 

Vol.XLIII  No.２０４９ 

第２０４９回 例会 

2020 年 9 月 24 日（木） 

第２０４８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 



である同ウィルス対策とともに、昨今は連続して自

然災害の被害、すなわち地震や風水害等により全国

各地で多くの犠牲者と今なお仮設住宅等で不自由な

生活を送る被災者が多く存在する。毎年のように被

災者・被災地が生じ、その復興とともに防災・減災

対策が急務になっている。 

新型コロナウィルス収束の見通しとともに、感染

予防策を企業のBCP（業務継続計画）に盛り込むこ

とは重要である。しかし、中小企業ではBCP策定が

大企業に比べ整っていないのが現状である。更に新

型コロナウィルス等感染症対策を盛り込むのは、最

新のトピックであり、十分な対応が難しい。 

そこで、中小企業向けBCPの基本から学んでもら

い、そのうえで新型コロナウィルス対策として予防

と、万が一感染者が発生した場合の対応を、BCPに

盛り込むよう具体的な内容解説として講演を通じて

行う。 

関連して自分の専門分野である災害医療に関し

て、例えばマスク利用の効果や海外の新型コロナウ

ィルスの影響事例も加味している。BCPの基本とし

て、重要なのは「目的の明確化」「避難計画」「非常

時の備蓄」「緊急対応のプラン」としてERP

（Emergency Response Plan）を開設した。このERP

は災害種別で準備を整え、災害後の復旧プランにま

で踏み込んでいるので、私は講演では必ず解説する

ようにしている。すなわち地震や水害、火事などの

個々の事例での避難や外部にいる従業員への指示な

どを明示するので、是非盛り込んでもらいたいとい

う思いがある。新型コロナウィルス（COVID-19)等感

染症対策をＢＣＰに盛り込むために京都府の事例を

参考にしている。 

今後も新型コロナウィルス感染拡大による健康や

経済、経営への影響を最小限に食い止める必要があ

る。また同ウィルス感染拡大下で、地震や風水害等

自然災害が発生した場合（複合災害）への備えも重

要である。皆で危機意識を共有しながら、危機管理

体制を整えることは重要である。

 

 

 

  

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：古本さんの卓話よろしくお願いします。創業記念日祝。 

海野 均会員：古本様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

久保 隆会員：古本様の卓話楽しみです。 

池﨑 潤会員：古本様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

岡出敏美会員：寒さも厳しくなって来てます。皆さん、健康に気を付けましょう。 

山岸曉雄会員：古本様、卓話よろしくお願い致します。 

多米 豊会員：大坂なおみ選手の健斗を讃えて。また、そのメッセージに感銘を受けて。 

菊田 等会員：本日お越しの古本様の卓話、勉強させていただきます。 

新谷喜信会員：家族感謝の日祝。 

ゴルフ同好会：先日のゴルフ同好会、岡出さんの優勝でした。 

RI 第 2510 地区第 4 グループガバナー補佐 青木貞康様：本日はよろしくお願いします。 

次回プログラム  10/1（木） 18：30～ 新会員歓迎夜間移動例会  

                            会場：京王プラザホテル札幌 3F「扇」 

                                     ソング：クラブ讃歌 

25 日 (金) 札幌幌南 創立55周年記念祝賀例会 29 日 (火) 札幌清田 クラブフォーラム (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
25 日 (金) ライラック 定例夜間例会 29 日 (火) 大通公園 定例休会
26 日 (土) 札幌手稲 ＳＡＡについて 30 日 (水) モーニング ゲスト卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

28 日 (月) 札幌南 夜間例会 30 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
28 日 (月) 札幌北 繰上移動例会 30 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
29 日 (火) 札幌西 理事会裁量により、休会 30 日 (水) 新札幌 理事会裁量により、休会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
29 日 (火) はまなす 定例夜間例会 10月 1 日 (木) 札幌東 ゲスト卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


