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7月 29日(木) 晴れ 
●ソング／日も風も星も 
●司会／菊田 等会長 
●ゲスト／RI第 2510地区 大日向豊吉ガバナー/岡田恒男
地区幹事/第 4グループ久保隆ガバナー補佐 

●7月 29日出席率／会員 30名中欠席 6名、規定除外者 3名
81.4% 

●7 月 15 日確定出席率／会員 30 名中欠席 0 名、規定除外
者 3名 100% 

●会長報告／小林秀樹会員へ 3 つ贈呈品が届いております
のでお渡しいたします。1点目は、ガバナー事務所より地区
委員長の委嘱状が届いております。2点目は 25年 100％皆 
出席賞が届いております。3点目はロータリー財団より 5回
目のマルチプル・ポール・ハリス・フェローピンが届いてお
ります。／前年度の出席率が 100％だった新谷喜信会員に、
皆出席賞を贈呈いたします。 
●幹事報告／前回例会にてご協力いただきました熱海豪雨
の義援金額は、21,000 円でした。皆様ご協力いただきあり
がとうございました。／次年度のクラブ会長予定者を対象
に「地区補助金管理セミナー」のご案内が届きました。開催
日は 8/28(土)の 13時からで、ロイトン札幌で行われます。
登録料は 1,500円です。参加方法は、対面・オンラインのど
ちらかが選べます。次年度、各クラブで地区補助金事業等の
財団プログラムに参加する場合は、本セミナーへの登録が
条件となります。／GPFR日本支部より「第 19回ロータリー
全国囲碁大会」のご案内が届きました。開催日は 10/2(土)
です。10時から開会式が始まり、16時に表彰式が行われる
予定です。場所は東京・市ヶ谷にある、日本棋院本院 1階の
対局室で開催されます。詳細に関してご興味のある方は、事
務局までお問合せください。なお、申込の締切日は 9/24(金)
となっております。ご参加を希望される方は、申込期日まで
に事務局までご連絡をお願いいたします。／北海学園様よ
り、7/10(土)に行われた故森本正夫会員のお別れの会のパ
ンフレットが届きました。当日ご都合が合わず、ご参列が叶
わなかった方は、事務局までお申し出ください。 
●委員会報告／なし 
●米山記念寄付／ 
目標額 560,000円 達成額 102,000円 達成率 18.2％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額 572,250円 達成額 123,100円 達成率 21.5％ 
●ニコニコ BOX／ 
目標額 1,000,000円 達成額 120,000円 達成率 12.0％ 

●主要プログラム 
「ガバナー公式訪問」 
国際ロータリー第 2510地区 
大日向 豊吉ガバナー 
お世話になります。函館五稜郭
RC 会員の大日向豊吉でござい
ます。時節柄、何かとお忙しい
中、又、未だコロナ感染に不安
を覚える最中、RC 活動の為、
日々ご尽力されております事
に、会員各位に心からありがたく、厚く感謝と御礼を申し上
げます。既に皆様もご案内の通り、シェカール・メーターRI
会長はテーマについて「奉仕しよう 皆の人生を豊かにす
るために」と発表されました。「奉仕する時は、誰かの人生
だけではなく、自分の人生も豊かになります」と講演の中で
話されております。私の地区方針は「世界に奉仕を 地域に
は感謝を」「不忘感謝先人偉業」といたしました。（「先人の
偉業」をご先祖様と解釈する事に意味があります。）皆様に
おかれましては、今までも、これからも、RCをはじめ、職
業を通じて地域に、世界に、様々な奉仕活動をされていく事
と思います。皆様にお尋ねいたしたいと思います。皆様は、
様々な奉仕活動をされてきて「自分の人生が、豊かになりま
した」と、気づいている方はおられますか？皆様は「RCに
入会してよかった」と、思っておりますか？例えばどんな事
で？もう一点お尋ねしたいと思います。皆様は「後継者育成
について」考えた事がありますか？先程もお話いたしまし
たように、シェカール・メーターRI会長は講演の中で「奉
仕する時は、誰かの人生だけではなく、自分の人生も豊かに
なります」とお話されております。豊かさを実感されている
方もおりました。又、多くの皆さんが「RCに入会して良か
った」と思っております。倒産寸前の会社を再生した「四つ
のテスト」「ロータリーの中核的価値観」「最も良く奉仕する
者 最も多く報われる」これらロータリーの名言は現在地
域が、世界が、新型コロナで疲弊し、先の見えない不安の最
中にいる私達ロータリアンに「希望という救いの光」一抹の
輝きを抱かせてくれていると思います。如何でしょうか、皆
さん。これらの名言は、ロータリー用語としてのみに理解す
るだけではなく、自己のイノベーション、社会や地域、目の
前にある現実に当てはめ、考え、行動をしていただきたいと
思います。会員増強と言われ、現状からは無理難題ですと多
くのロータリアンは答えるでしょう。正直言って、無理難題
を解決できるのが私達ロータリアンだと思うのです。一人

誕 生 日  小川 眞治 会員（８月１２日） 
金井 英樹 会員（８月１３日） 
関  欣昌 会員（８月１６日） 

家族感謝の日  葛西 純一 会員（８月 ５日） 
海野  均 会員（８月１５日） 
中嶋 成実 会員（８月１８日） 

創 業 記 念 日  八木 健眞 会員 (昭和２３年８月 ５日)     北海道消防機材(株) 
望月 陽介 会員（昭和５６年８月 ７日）北海建物管理(株) 
新谷 喜信 会員（昭和５５年８月１２日）円山北歯科 
山本 耕司 会員（昭和４３年８月１４日）リライアンス(株) 

入 会 記 念 日  西岡 憲廣 会員 (昭和５２年８月１１日) 
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第２０６６回  例会報告 

  

2021～2022年度 シェカール・メータＲＩ会長 奉仕しよう みんなの 人生を豊かにするために 
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会長 菊田 等 幹事 得能 宗洋 

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 



6 日 (金) 札幌幌南 ガバナー公式訪問 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 10 日 (火) 札幌清田 法定休日の為、休会

6 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 10 日 (火) 大通公園 法定休日の為、休会

7 日 (土) 札幌手稲 移動例会 11 日 (水) モーニング 法定休日の為、休会

9 日 (月) 札幌南 法定休日の為、休会 11 日 (水) 札幌 法定休日の為、休会

9 日 (月) 札幌北 法定休日の為、休会 11 日 (水) 真駒内 法定休日の為、休会

10 日 (火) 札幌西 法定休日の為、休会 11 日 (水) 新札幌 法定休日の為、休会

10 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 12 日 (木) 札幌東 法定休日の為、休会

市内他クラブのプログラム

の力は小さいけれど、多くの力を合わせると、動かぬ山でさ
え動かす事が出来るのです。現在の環境に甘んじる事なく、
諦める事なく、自分を取り巻く地域社会の活性化に向け、私
達ロータリアンが動きましょう！大いに議論いたしましょ
う！ロータリーの価値は、中期・長期的に考えるヒントを与
えてくれるでしょう。普段何気なく見ていた雑木林は明日
ワイン用ブドウ畑に変身するかもしれません。温泉は入浴
するだけではなく知恵の出し方により化粧品やミネラルウ
ォーターになるかもしれません。私の近くにある修理工場
は、いつの間にか外国人が働き中古車を解体して、使用でき
る部品は海外に輸出をしているそうです。除外品の農産物
も考えようでは生薬等に生まれ変わる事ができます。その
貴重な話し合いの結果を、各グループ 3 分程度にまとめ、
地区大会においてガバナー補佐の皆様に発表して頂きたい
と考えております。よろしくお願いいたします。私はロータ
リーについて入会の折、推薦者からご教示いただいた事は
例会 100％出席義務と「四つのテストだけしっかり覚えな
さい」でした。ロータリーについてはそれ以外の事は知りま
せん。とんでもないガバナーでありますがよろしくお願い
いたします。地区大会について、皆様のご来函を心からお待
ちいたしております。ぜひご参加をお願いいたします。 

岡田恒男地区幹事 
現在地区の取り組みとして海岸
清掃を予定しております。函館は
イカが有名だと思われています
が、実は昔よりとれなくなってい
るのが現状です。温暖化により北
極域の氷が解け、その氷の中にい
た植物性プランクトンが溶け出

し、その影響で動物性プランクトンの量が増えてしまう事
が、生態系に変化をもたらしている要因だと言われていま
す。この先、環境問題についても我々世界のロータリーとし
て皆さんと一緒に考えていければよいと考えております。 

久保ガバナー補佐 
ガバナー補佐になってまず驚いた
事は研修が多いという事です。研
修を受けなければ補佐は務まらな
いという状況です。最近研修で取
り上げられ始めたのが「未来ビジ
ョン委員会」というものです。戦略
的に 3 年後・5 年後・10 年後、自
分のクラブはどうしたらいいのかという未来ビジョンを作
っていくものです。会長・幹事や前会長、次年度会長等とも
相談しながら今後の取り組みを一緒に考えていかなければ
いけないと思っています。コロナの関係もあり、検討するの
が難しい状況ですが、取り組んでいきたいと思います。更に
会員増強についても考えていかなければなりません。先日
モーニング RC の例会に参加した際に、植樹活動で「カミ
ネッコン」という段ボール紙を利用して木を植えている事
を知りました。段ボールの中に苗を植え、その段ボールを３
つ並べてその中で１本だけ生き残り成長するという植え方
です。奉仕活動の取り組み方も時代と共に変わってきてい
ると感じました。他にも、補佐として他クラブへ訪問してい
ると、とても活気があると感じました。私達も地域に根差し
た奉仕活動や、未来ビジョン、会員増強に加え会長が考えて
いる重点目標について、皆で力を合わせて具体的に考えて
いく必要があります。参加して楽しい例会の検討も含め、補
佐として学んできた事が少しでも活かせるようにこれから
盛り上げていきたいと考えておりますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

本日はありがとうございました。 

例会場：京王プラザホテル札幌 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎西智樹、○山本耕司、冨岡公治、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 

 

 

次回プログラム 8/19（木）「ワイナリー経営から見たブランディングと、ホームページ戦略について」 

サン広告社シニアプロデューサー 宝水ワイナリー取締役 杉山 幹夫 氏 

                                ソング：それでこそロータリー 

 

菊田 等会員：ガバナー公式訪問、大日向ガバナー、岡田地区幹事、久保ガバナー補佐をお迎えして。 

西岡憲廣会員、穴倉廸彌会員、池上喜重子会員、中嶋 成実会員、葛西 純一：大日向ガバナーをお迎えして。 

得能宗洋会員：大日向ガバナー、岡田地区幹事、久保ガバナー補佐、本日よろしくお願いいたします。 

小川眞治会員：大日向ガバナー、岡田地区幹事の来訪歓迎いたします。オリンピックのテレビを観るのに毎日 

忙しいです。 

渡邊葉子会員、岡出敏美会員：大日向ガバナー、岡田地区幹事を歓迎いたします。 

小林秀樹会員：ガバナーをお迎えして。皆様、お久しぶりです。生きています。 

新谷喜信会員、遠島芳然会員：大日向ガバナー、岡田地区幹事をお迎えして。 

松下徳良会員：大日向ガバナー、岡田地区幹事を歓迎して。久保ガバナー補佐、ご苦労様です。 

池﨑 潤会員：大日向ガバナー、岡田地区幹事、本日はようこそお越しいただきました。 

吉田聡子会員：大日向ガバナー、ご来訪いただきありがとうございます！ 

ヘルシンキ北西 RC 井口光雄様：ゴルフコンペ参加しました。 

札幌西北 RC ゴルフ同好会：あつい中、無事に今年度第 2 回ゴルフコンペが終了しました。 

ニコニコＢＯＸ 


