
札幌西北ロータリークラブ 
 

「山の手高校女子バスケットボール 

東京オリンピック代表者選出記念卓話」 

西岡 憲廣 会員 

札幌山の手高等学校 女子バスケットボール 

コーチ 上島 正光 氏 

ソング：四つのテスト 
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8月19日(木) 晴れ 

●ソング／それでこそロータリー 

●司会／菊田 等会長 

●ゲスト／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 

●8月 19日出席率／会員 30名中欠席 5名、規定除外者 3

名81.4% 

●8月 5日確定出席率／会員 30名中欠席 0名、規定除外

者6名100% 

●入会式／安酸敏眞さんの

入会式が行われました。 

スポンサーは西岡副会長

で、北海学園の理事長と学

長を兼務されています。北

海学園の規定により、現在

新型コロナウイルス感染症

対策として会食を伴う会合

への出席が難しい為、当面

の間はZoomからのご参加になる予定です。 

●会長報告／国際ロータリー第 2510地区 RLI委員会より

今年度の「RLI委員会ディスカッションリーダー」の委嘱

状が3名分届きました。渡邊葉子会員、松下徳良会員、あ

と１名は菊田会長です。 

●幹事報告／前回の例会終了後に、定例理事会を開催しま

したので報告致します。1.今年度の年間プログラムを審議

し承認されました。2.米山記念奨学会普通寄付金について

従来年額 3,000 円を会費の中に含めて申し受けておりま

したが、今後は年額5,000円に変更する事が承認されまし

た。先月お送りした上期会費の請求書には、半年分の1,500

を含めて既に皆様へお送りしておりますので、下期会費を

申し受ける際に調整させて頂きます。3.安酸敏眞さんの入

会について 8/19 の入会が承認されました。4.クラブ内研

修の実施について今年度は入会年数の浅い方を中心に RC

に関する勉強会を基本 Zoom で開催する事が決まりました。

詳細は今後検討致しますが、月に一度開催します。現時点

で毎月第3週目の火曜日に19時から開催予定です。5. 三

角山散策路の清掃について8月の開催は見送り、9月以降

に持ち越す事が承認されました。6.今後の例会について今

年度はまん延防止措置の間は現状通りハイブリット形式

で例会を開催し、緊急事態宣言が発令された場合は休会せ

ずに全て Zoom で開催する事が承認されました。できる限

り例会の中止を避けつつも、皆様の安全と安心を考慮して

提案をさせて頂きました。外部卓話が予定されている場合

も、相手方のPC環境が整っていればZoomからご参加頂く

予定です。7.ロータリー奉仕デー「地球環境保全プロジェ

クト」について地区より 9/12 にロータリー全体で奉仕活

動に取り組んでほしいとの要請がありました。今後検討予

定ですが、クラブとしてロータリー奉仕デーを実施する事

が承認されました。8.会員増強についてコロナの影響もあ

り入会時期が未定の方もいらっしゃいますが、現時点で今

年度入会見込の方や入会の確約のある方が 5 名いらっし

ゃる事を報告致します。／西RCは8月中の例会が全て 

休会で、幌南 RC は来週の 8/27 以外は全て休会となりま
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第２０６８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 人生を豊かにする為に 

                           

 

創立1977年4月21日 

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 



27 日 (金) 札幌幌南 新入会員卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 31 日 (火) 札幌清田 休会
27 日 (金) ライラック 定例休会 31 日 (火) 大通公園 定例休会
28 日 (土) 札幌手稲 移動例会 1 日 (水) モーニング 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

30 日 (月) 札幌南 休会 1 日 (水) 札幌 休会
30 日 (月) 札幌北 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 1 日 (水) 真駒内 通常例会 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
31 日 (火) 札幌西 新会員卓話 1 日 (水) 新札幌 休会
31 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 2 日 (木) 札幌東 新会員卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

す。／ロータリーの友8月号とガバナー月信8月号が届き

ましたのでお持ち帰りください。／国際ロータリー第 

2510 地区国際奉仕・VTT 委員会より事業報告書の冊子が

届きましたのでご覧ください。 

●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162,000円 達成率16.2％ 

●主要プログラム 

「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 

お客様の為にワイナリーの姿を正しくお伝えしようとホ

ームページを作ったら「畑の中にあるワイナリーで働きた

かった」という若者が就職してくれました。彼は醸造担当

としてあっという間に成長し、取締役となってくれました。

本日はそんなお話しをさせて頂きます。私が宝水ワイナリ

ーと出会ったのは2006年。当時、札幌市の観光案内サイ

ト「ようこそさっぽろ」の編集長をしていました。ときの

市長からの依頼で札幌市が新しく開くオータムフェスト

の企画作業の取材でした。バターやチーズの加工を実践し

て酪農の理想を見せ続けた町村家の人々や「農産物にはで

きるだけ付加価値をつけて売りなさい」という丸谷金保の

言葉に影響さ

れて青春を過

ごしたので、ワ

インとチーズ

かと。付加価値、

付加価値と念

じていたら、付

加価値が一番

高いのは酒だ

と気付きました。そうか、だからお祭りや節句で神様に捧

げるのかと。このお祭りの中心は北海道産のお酒にしよう。

そこに、農産物、海産物を集めて、さらに世界中のお酒を

楽しめるように。札幌市民が北海道を誇りに思うお祭りし

ようと。酒蔵を周りました。宝水の土を舐めると塩味やカ

ルシウムの味がしました。宝水ワイナリーは地元の農家が

集まって出資してできた貴重な存在でした。2008 年。遅

霜で畑が壊滅したのを知って畑仕事を手伝い、友人の中小

企業診断士に空知信金と折衝してもらい、一緒に株を入れ

ました。そして、札幌の居酒屋で意気投合したご夫婦に株

主になって頂くことになります。そのご夫婦は「ようこそ

さっぽろ」の私の記事をご覧になって札幌にいらしていた

のでした。映画「ぶどのなみだ」のロケ地になってしまっ

たので、誤解を招かないようにと慌ててホームページの改

編に取り組みました。地質、人の歴史、気候風土。そして、

畑の写真。お客様も、投資家も、働く人も増えて、当時十

軒だった道内のワイナリーは４７軒になりました。

 

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 9/2（木）「ミャンマーからの留学生卓話」 

ティリ・ウン・タント 氏 

                                   ソング：クラブ会歌 

 

菊田 等会員：本日入会の安酸様を歓迎し、本日の卓話、杉山様よろしくお願い致します。 

西岡憲廣会員：杉山様の卓話楽しみにして来ました。新入会員の安酸様をお迎えして。 

得能宗洋会員：安酸様、これからよろしくお願いします。杉山様、卓話よろしくお願いします。 

遠島芳然会員：お盆も終わりました。新会員をお迎えして。 

池上喜重子会員：安酸先生、入会おめでとうございます。杉山さんのお話とても楽しみです。 

新谷喜信会員：入会記念日祝 

久保 隆会員：ワイナリー杉山さんのお話楽しみです。 

海野 均会員：杉山様、卓話楽しみにしております。新入会員の安酸様、よろしくお願い致します。 

西 智樹会員：杉山様の卓話楽しみです。安酸様の入会をお祝いして。 

小林秀樹会員：安酸先生、西北 RC にようこそ！ 

岡出敏美会員：本日の卓話楽しみです。 

池﨑 潤会員：杉山様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

葛西純一会員：本日の卓話、楽しみにしております。 

ニコニコＢＯＸ 


