
札幌西北ロータリークラブ 
 

「小児がん患者の退院後の現状と 

社会との関わりの問題について 

～長期に渡るフォローアップ～」 

勇者の会 代表 阿部 美幸 氏 

       ソング：我等の生業 
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9月16日(木) 晴れ 

●ソング／奉仕の理想 

●司会／菊田 等会長 

●ゲスト／なし 

●9月16日出席率／会員31名中欠席13名、規定除外者5名

50.0% 

●9月2日確定出席率／会員31名中欠席0名、規定除外者4

名100% 

●会長報告／なし 

●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. 1回目のクラブ内勉強会は9/21(火)19時

開催で決まりました。テーマは「ロータリーの歴史」で講師

は渡邊会員が担当です。入会５年未満の方も自由にご参加頂

けます。3.安酸会員の所属委員会がクラブ奉仕委員会に決ま

りました。4.会員増強に関し先月よりも 1名入会見込の方が

増えました。／10/9(土)10/10(日)の地区大会の開催要領が一

部変更となる予定です。9/30以降も緊急事態宣言が延長とな

った場合は全てZoom配信に変更されます。会場で開催する場

合でも懇親会は中止予定です。開催形式の変更に伴い会場参

加者の登録料金が変更予定です。変更後の金額は未定の為、

改めてお知らせ致します。既に登録料支払済み方には、変更

後の金額が分かり次第返金させて頂きます。地区HPより大会

の最新情報が確認できますのでそちらもご覧下さい。／札幌

市内のRCより休会等の案内が届いたら、従来はFAXでお知ら

せしていましたが、FAX ではなくメールでの配信を希望され

る方は事務局までお申し出下さい。／毎年秋に行われている

ロータリー研究会の後に記念講演会が開催される事になりま

した。12/8（水）の15：00～16：45まで行われます。講演者

は青山学院大学教授で生物学者の福岡伸一先生です。テーマ

は「自分の免疫力こそが最高のワクチン！私たちは人類とコ

ロナの動的平衡の世界を迎える」です。講演に先立ちシェカ

ール・メーターRI会長からご挨拶を頂ける予定です。登録料

は無料で、オンラインからご参加頂けます。参加方法等の詳

細はまた改めてご案内致します。この講演会は一般の方々も

参加可能なので、10/2(金)の日経新聞朝刊でも紹介される予

定です。／今月中にクラブ会報等を皆様へ郵送する予定です。

／次週9/23(木)は国民の休日週により休会です。(秋分の日)

次回の例会は 9/30(木)となりますのでお間違えの無いよう

にお願い致します。 

●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「会員相互の近況報告会」 

司会：池﨑クラブ奉仕委員長： 

先週RLIに参加し、非常に勉強になる

1日でした。どれもロータリーの基本

的な内容かと思いますが、今までしっ

かり勉強する機会が無く4年間過ごし

てきましたので、とてもいい機会にな

りました。渡邊委員長はじめ、ご準備いただいた皆様ありが

とうございました。 

渡邊会員：今回の RLI は当日欠席の

方も多く対応が大変な部分もありま

したが、皆様のご協力があり無事終

えられました。松下会員には当初か

らディスカッション・リーダー(DL)

にお付き合いいただき、また今回か

らは菊田会長にもご協力いただき感謝しています。これから

11/14のセミナーに向けて皆さんとDL研修を週に1回行う予

定ですので、またよろしくお願いいたします。 

誕 生 日                                                                                                                                                                                            中嶋 成実 会員（１０月 １日） 

新谷 喜信 会員（１０月 ２日） 

家族感謝の日  安酸 敏眞 会員（１０月 ３日） 

創 業 記 念 日  小西 政秀 会員（昭和４３年１０月１日）北武総業㈱ 

海野 均  会員（平成 ４年１０月１日）㈱アルファビジネス 

金井 英樹 会員（平成２２年１０月１日）(一社)北海道ザンギ連盟 

入 会 記 念 日                                                                                                                                                                                                                                               な し                                                                                                                                                                                     な し 
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第２０７２回 例会 

2021年 9月 30日（木） 

 

 

 

 

第２０７１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 



24 日 (金) 札幌幌南 定例例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 28 日 (火) 札幌清田 休会
24 日 (金) ライラック 定例休会 28 日 (火) 大通公園 定例休会
25 日 (土) 札幌手稲 移動例会 29 日 (水) モーニング Zoom例会(予定)
27 日 (月) 札幌南 休会 29 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
27 日 (月) 札幌北 Zoom例会 29 日 (水) 真駒内 休会
28 日 (火) 札幌西 休会 29 日 (水) 新札幌 休会
28 日 (火) はまなす 休会 30 日 (木) 札幌東 休会

市内他クラブのプログラム

久保会員：ガバナー月信の表紙に載せ

る写真を考えているところなのですが

「島義勇」さんの銅像にしようと思っ

ています。もう少ししたら紅葉するの

で、それを背景にして撮った写真をガ

バナーに送ろうと思っています。島さ

んは札幌市の一番初めに携わった方で、ガバナーも良くご存

じの方です。1月の表紙に載りますのでぜひご覧ください。 

池上会員：前回のゲスト卓話のセリさ

んは「アジア架け橋」というプログラ

ムで日本へ留学した後ミャンマーへ

帰国できなくなり、現在は菊田会長の

ボランティアで会長の元でホームス

テイをされています。セリさんの原稿

を読んだ事で、以前私がミャンマーで感じた事が思い起こさ

れました。一つは祈りの国、もう一つは教育についてです。

きちっと制服を着た学生がいるかと思えば、靴もなく裸足で

歩いている子供もいて「教育」に関し物凄く格差がある国だ

と感じました。セリさんが帰国できないという話を聞き、大

人から子供まで国の大変動に巻き込まれているという事を、

今回ひしと感じました。 

得能幹事：今週初めに腰を痛めてしま

い、歩行がぎこちないので逆にZoomの

例会が功を奏したかなと思っており

ます。最近よく「コロナ太り」という

話を聞きますが、私は逆に「コロナ痩

せ」となりました。外での会食が全く

無くなり自宅での食事がほとんどになりました。大変な状況

ではありますが何かいいところを捉えて、こんな時代だから

できる事・感じる事があると思います。まだ不自由な時代が

続くかと思いますが、例会が復帰した後はまた皆様よろしく

お願い致します。 

海野会員：対面での例会がなくなり「集

まり」というものは集まった方がいい

ものだとつくづく感じました。仕事は

先日久しぶりに新規で訪問した先もい

くつかあり、やはり訪問しながら営業

して歩く方が自然であると感じました。

早く元の状態に戻ってほしいです。先日社員で 1名コロナ感

染者が出ました。保健所がとてもしっかりしており、食事を

用意してくれたり定期的に会社の方へ状況確認の電話をくれ

ます。この件を受けてコロナは本当に大変だと感じました。 

松下会員：前から経理関係に携わる事

が多かった為、決算等の数字の読み方

を勉強する「ホテルの数字塾」を課長以

上を対象に社内で開催しています。今

年度の奉仕活動は「人」に対する奉仕が

何かできないか新規事業の立ち上げを

検討しています。交換留学生だったイ・ヒョンジュクさんと

飲みに行く仲で、ロータリーを好きだという話をよく聞きま

す。入会候補者として考えても良いのかなと考えています。 

髙見会員：関連会社の財団法人でR4年

度の助成事業を行います。北海道の地

域づくりに携わる団体へ上限100万円

で助成を行います。奉仕プロジェクト

委員会へ繋げられそうな団体があれ

ば松下委員長へ報告したいと思って

いますのでよろしくお願いいたします。 

関会員：社内でリモートワークの数を

増やす取組を実施していますが、国か

らの要請基準はなかなか満たせていな

い状況です。私のいる事業所では実施

率が40%程となっています。リモートワ

ークを実施してみて社員とのコミュニ

ケーションに難しさを感じておりますが、今後も続く事だと

思いますので、少しずつ社内の文化を変えていかなければな

らないと考えております。 

西岡副会長：現在学校の方に各団体からボランティアの依頼

が来ている為、ロータリーと結び付けられるものはないかを

検討中です。先日運転免許の更新に行きました。認知テスト

等も無事にクリアしましたが、各団体からは運転しないでほ

しいと言われていますので、気を付けながら運転したいと思

います。体内年齢を出せる機械があ

るのですが、調べた結果68歳でした。

更に目標を掲げて、できれば60歳ま

で持っていきたいと思います。 

菊田会長：当社は人材派遣を行っていますが、現在特定技能

等で来日している外国人の方々を 60 名近くサポートしてい

ます。全国で問題になっている人手不足に何か貢献できない

かと思い、業務を通してお手伝いしています。これも一つの

社会貢献だと思いますので、社会貢献とビジネスを繋げられ

るような取り組みをしていきたいで

す。渡邊会員のお話にも合ったように、

先日のセミナーでDLをしてきました。

更に勉強し、他の方へレクチャーでき

るようになりたいと思いました。
 

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 10/7（木）『「未来ビジョン委員会」設置について』 

第 2510地区 第 4グループ 久保 隆 ガバナー補佐                                      

ソング：クラブ讃歌 

 


