
札幌西北ロータリークラブ 

TOKYO2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 

マラソン・競歩実施概要について 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

札幌大通公園会場運営本部 会場運営担当課長 大椋 利宏様

                 ソング：四つのテスト
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10月15日(木) 曇り 

●ソング／それでこそロータリー 

●司会／穴倉 廸彌副会長 

●ゲスト／・㈱クレイドル代表取締役 屋根田 秀貴様 

     ・米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん 

●ビジター／札幌2名 

●10月 15日出席率／会員35名中欠席12名、規定除外

者3名62.5% 

●10 月 1日確定出席率／会員35名中欠席0名、規定除

者3名100% 

●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。 

●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、12月

24 日の夜間移動例会を理事会裁量により休会に変更す

ることと、バースデーソングについて三越例会場のカセ

ットデッキが壊れてしまい使用できなくなった為、今後

は音源をマイクで流して対応することが承認されました。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額  192,000円 達成率 35.2％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  368,200円 達成率 67.4％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 324,000円  達成率 40.5％ 

 

●主要プログラム 

「アイドルの力で地域活性化 

～札幌ご当地アイドルの10年～」    

株式会社 クレイドル 代表取締役 屋根田 秀貴様 
株式会社Cradle の代表取締

役屋根田秀貴といいます。36
歳、昭和 59 年 5 月 1 日生まれ

です、2011 年 12 月に株式会社

Cradle を発足いたしました。  
この度は北海道ザンギ連盟の

金井様に紹介をいただき、卓話に参加させて頂くこ

とになりました。 
【アイドルとは】 
・アイドルはどのようなものか 
昔のアイドルは画面の向こうの手の届かない存

在。今のアイドルとは、野球チームやサッカーチー

ムと同様、夢を持った女の子が芸能の扉をたたき、

レッスンに励み努力し夢をかなえていくリアルスト

ーリーを身近で声をかけ応援するローカルコミュニ

ティーになった。 
・アイドルビジネスとはとういうものか 
アイドルビジネスの収入は、ライブイベントの興

行収入、グッズ販売での収入、お祭りやイベントで

の出演料がメインの収益となっております。 
【株式会社Cradle の歩み】 
・アイドルビジネスの会社を起業したきっかけ 
当時コンビニ店長として勤務していた時にAKB４

誕 生 日  西岡 憲廣 会員（１０月２４日） 

多米 豊 会員（１０月２６日） 

家族感謝の日  安藤 壽建 会員（１０月２７日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  得能 宗洋 会員（平成２４年１０月２５日） 
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第２０５３回 例会 

2020 年 10 月 22 日（木） 

第２０５２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 
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クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 



８とのコラボキャンペーンで、商品展開がAKB フ

ァンの中で話題になり、北海道のアイドルの聖地的

な店舗にすることに成功。ファンのニーズを確信し

た。オーディションを開催すると夢に熱い思いを持

った女の子から 100 人以上応募があり、事業化を決

意し 2011 年12 月に株式会社Cradle を発足した。 
・起業してから現在まで 
当時はアイドルブームもあり急成長を遂げ、メン

バーからメジャーデビューを果たしたり、CD オリ

コン上位を獲得するなど注目される存在になった。 
しかし、ブームが去り氷河期に入ると集客が落ち込

み当時真栄にあった劇場が閉鎖に追い込まれる状況

になった。しかし、夢を追い続けるタレントと共に

再起を果たし、現在札幌市西区琴似に専用劇場を構

え毎日公演を開催している。 
【ご当地アイドルで地域活性化】 
・地元の人とともに街づくりに参加する。 
琴似のご当地アイドルとして、地元の方とゴミ拾

いや交通安全運動などを積極的に行い、地域の顔と

して馴染めるよう活動しています。 
・様々な団体とのコラボ 
交通安全協会さんの飲酒撲滅ポスターのモデル起

用や、成人式でのステージ披露、北海道ザンギ連盟

公認ザンギ応援大使やプラスフードアンバサダーな

ど様々な団体とコラボをすることで認知向上を果た

した。 
【ｺﾛﾅ禍でのアイドルビジネスの変化とこれから】 
・コロナの影響 
新型コロナウィルスの影響は深刻で、今年はすべ

てのお祭りやイベントの出演が白紙になり、さらに

4 月後半からは緊急事態宣言で休業となり、イベン

ト収入がゼロになりました。6 月から再開されたも

のの、9 月中旬にはタレントからコロナ感染者が発

生し事務所内で感染拡大しクラスターとなり報道も

されました。コロナのことを正しく知り正しい対策

が必要だと再確認しました。 
・ビジネスのオンライン化 
新北海道スタイルに沿った、イベント開催ととも

に、ライブのインターネット配信や、グッズのオン

ライン販売、チャットアプリを活用したオンライン

特典会の開催など収益のオンライン化を進めており

ます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

海野 均会員：㈱クレイドル代表屋根田様、本日卓話よろしくお願いします。 

中嶋成実会員：屋根田社長お話を楽しみにしております。 

吉田聡子会員：屋根田社長、今日はよろしくお願いします。 

岡出敏美会員：外部卓話、楽しみにしています。 

次回プログラム      10/29（木）  福祉と地域の連携 

NPO 法人札幌障害者活動支援センター ライフ 専務理事 坂本 倫子様 

                                     ソング：奉仕の理想 

23 日 (金) 札幌幌南 会員卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 27 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)
23 日 (金) ライラック 定例休会 27 日 (火) 大通公園 定例休会
24 日 (土) 札幌手稲 会員卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 28 日 (水) モーニング 米山月刊に因んで (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

26 日 (月) 札幌南 繰上家族親睦会 28 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
26 日 (月) 札幌北 ガバナー公式訪問 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 28 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
27 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 28 日 (水) 新札幌 夜間例会
27 日 (火) はまなす 定例夜間例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 29 日 (木) 札幌東 もいわ内科病院院長卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


