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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

Vol.XLIII

No.２０５６

第２０５６回
われ

米山記念奨学生２年間のまとめ

例会

2021 年 3 月 11 日（木）

誕

生

米山記念奨学生

プログラム

チャン・ホアン・アンさん
ソング：クラブ会歌

八木

健真

会員（３月１５日）

三上

直彦

会員（３月２４日）

家族感謝の日

出口

元治

会員（３月１８日）

創 業 記 念 日

三上

直彦

会員（昭和３４年３月１３日）三上産業(株)

第２０５５回

日

今日の

例会報告
11 月 12 日(木) 晴れ

●ソング／クラブ会歌
●司会／遠島 芳然会長
●ゲスト／・一般社団法人 新文化経済振興機構
理事長 堀口 哲行様
・米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん
●ビジター／なし
●11 月 12 日出席率／会員 35 名中欠席 13 名、規定除外
者 4 名 58.0%
●10 月 22 日確定出席率／会員 35 名中欠席 0 名、規定除
外者 2 名 100%
●会長報告／ロータリー財団より、中嶋成実会員に１回
目のマルチプル･ポール･ハリス･フェローピンが届きま
したのでお渡しします。／大日向ガバナーエレクトより
久保隆会員へ次期地区ガバナー補佐が委嘱されましたの
で、委嘱状をお渡しします。／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。

バナー月信 11 月号が届きました。入り口に置いてあり
ますのでお持ち帰りください。
●委員会報告／なし
●米山記念寄付／
目標額544,000 円 達成額 423,500 円 達成率 77.8％
●ロータリー財団寄付／
目標額545,700 円 達成額 629,900 円 達成率 115.4％
●ニコニコ BOX／
目標額 800,000 円 達成額 360,000 円 達成率 45.0％
●主要プログラム
「ポップカルチャーとの斬新コラボで
北海道観光を盛り上げる！
まじめなイベント企画会社」
一般社団法人 新文化経済振興機構
理事長 堀口 哲行様
＜プロフィール＞
1969 年札幌出身。札
幌学院大学卒、タカラ
スタンダード入社。15
年の営業職を経て、
2006 年に飲食・イベント運営のトライフル、2012
年に新文化経済振興機構を設立。複数の市の町おこ
しに関わる。ポップカルチャーイベントで経済活動

●幹事報告／本日例会終了後、定例理事会を開催致しま
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 105 円）／ガ

を促進する活動に注力している。
トライフル株式会社は主にビジネスとしてポップ
カルチャーのイベントを手掛ける場合の窓口。一般

社団法人新文化経済振興機構は、北海道観光・経済

った問題として、しっかりと対価を支払う事をこだ

を活性化するための地域密着イベントの開催する場

わっている。

合などの窓口として分けている。

コンテンツを愛する住人が納得した上での事業が
進めれれば、情報拡散は SNS を中心にスケール感を

担当するポップカルチャー街おこしは、札幌市、
小樽市、帯広市、釧路市、苫小牧市、など北海道全

持った展開が可能で、マスコミにも取り上げられや

域に広がっており、将来的には各地のコンテンツを

すい。

集結した「オール北海道フェスティバルの開催」を

オタク産業自体をメディアととらえてもらう事

目指し、各地でのキーマンの掘り起こし、アニメ漫

で、予算の獲得も説得できる。

画聖地開拓、北海道発の演者育成も行っている。

毎回オーダーメイドで内容を製作する。参加費を

取り扱い種目は、コスプレ、アイドル、怪談、サ

収入に充てることもでき、自立した収支を目指すこ

バイバルゲーム、DJ イベント、アニメ、マンガ、ゲ

とが出来るが、現場のひとたちをどれだけやる気に

ーム、上映会など。

させることが出来るかが成功のカギである。

オタク産業のビジネス化において気を付けている
のが、文化へのリスペクト。
内向的なコンテンツが外国よりの逆輸入のような
形で注目されてきた経緯もある。
それぞれ成長してきた過程を学習し、先人の守っ
てきたものを継承した形で、ライト層を巻き込み市
場拡大を行う。
今までは嗜好的要素から結びつかない場合も多か

遠島芳然会員：堀口様、卓話よろしくお願いします。
海野

均会員：堀口様、本日卓話よろしくお願い致します。

久保

隆会員：堀口様の卓話楽しみです。入会記念日を祝っていただいて。

池﨑

潤会員：堀口様の卓話楽しみです。本日はよろしくお願い致します。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 14日繰下げ例会
(金) ライラック 定例休会
(土) 札幌手稲 14日繰下げZOOM例会
(月) 札幌南
会員卓話
(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
法定休日週の為、休会
(月) 札幌北
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

3/25（木）
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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

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

フィンランドの今、コロナウイルスとロータリーを中心に
ヘルシンキ北西 RC

井口

光雄様
ソング：日も風も星も

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

