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『「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                                      
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9月30日(木) 晴れ 

●ソング／我等の生業 

●司会／菊田 等会長 

●ゲスト／勇者の会 代表 阿部美幸様、・西下利恵様 

札幌山の手高等学校 西田恵理様 

●9月30日出席率／会員31名中欠席12名、規定除外者5

名53.8% 

●9月16日確定出席率／会員31名中欠席0名、規定除外

者5名100% 

●その他／例会開催前

に勇者の会の皆様を交

えて、今後の奉仕活動に

ついて打合を行いまし

た。(出席者：菊田会長、

西岡副会長、得能幹事、

松下奉仕プロジェクト委員長、海野国際奉仕委員） 

●会長報告／なし 

●幹事報告／先週 21 日(火)に第１回クラブ内勉強会を開

催いたしました。講師は渡邊会員が担当して下さいました。

テーマは「ロータリーの歴史」について講義いただき12名

がご参加されました。渡邊講師ありがとうございました。

次回は 10/19(火)の 19 時から開催予定です。講師は松下

会員でテーマは「ロータリーの目的・組織」についてです。

時期が近づいてきましたら改めてご案内いたします。皆様

のご参加をお待ちしております。／地区ポリオプラス委員

会より「第2510地区ポリオ根絶チャリティーコンサート」

の案内が届きました。感染対策のため、第4・第5グルー

プのクラブのみを対象とし、参加人数を各クラブ3名程度

に制限して開催されます。開催日は10/28(木)です。開場

時間は17：30、開演は18：00からです。場所はプレミア

ホテル-TSUBAKI-札幌で会費はお食事代と寄付金を含めて

合計8,000円です。演奏者は、札幌交響楽団のヴァイオリ

ニスト熊谷勇大さん、伴奏者は伊藤千尋さんです。申込締

切日は10/14までとなっております。人数に制限があるた

め、参加を希望される方はお早めに事務局までご連絡願い

ます。／米山記念奨学会より、2020年度の事業報告書が届

きました。閲覧を希望される方は事務局までご連絡下さい。

／公益財団法人 札幌がんセミナーより「とにかく運動で

す」という冊子が届きました。好評につき第3版を作成さ

れたそうです。主な内容はガンをはじめ様々な病気を予防

するために、どのような運動をすればよいか、どのような

効果があるか、などが書かれております。こちらも事務局

で保管しておりますので、ご興味のある方は事務局までご

連絡下さい。なお、こちらの冊子はホームページからもご

覧いただけます。／10 月から緊急事態宣言が解除される

ことになったため、来週からは通常通り会場と Zoom 配信

を利用したハイブリット形式に戻して例会を開催いたし

ます。皆様にお会いできるのを楽しみにしておりますので、

ぜひご参加をお願いいたします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額560,000円 達成額172,000円 達成率 30.7％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額572,250円 達成額153,100円 達成率26.8％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額168,000円 達成率16.8％ 

誕 生 日  吉田 聡子 会員（１０月 ７日） 

家族感謝の日  金井 英樹 会員（１０月 ８日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  中嶋 成実 会員（平成７年１０月１２日） 
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第２０７３回 例会 

2021年 10月 7日（木） 

 

 

 

 

第２０７２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 



1 日 (金) 札幌幌南 定例例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 5 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
1 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 5 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
2 日 (土) 札幌手稲 移動例会 6 日 (水) モーニング 10/10へ繰下(地区大会)

4 日 (月) 札幌南 東京2020札幌開催について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 6 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
4 日 (月) 札幌北 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 6 日 (水) 真駒内 通常例会 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
5 日 (火) 札幌西 移動例会 (札幌プリンスホテル) 6 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
5 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 7 日 (木) 札幌東 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

●主要プログラム 

「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 

勇者の会では、2017年11月から小

児がんの患者とその家族を支える

会として活動してきました。入院生活や自宅での維持療法

のために人混みに行けない子どもたちを対象とした支援

を行っています。その中でも、病気をきっかけに遅れてし

まった学習や、治療によって閉じてしまった心を開く活動

に力を入れています。退院と同時に突きつけられる社会と

の現実。退院してからも、病気によって髪の毛が抜けるた

めケア帽子や感染症の危険に対してマスクをしての通学

や生活が長期間続きます。もちろん、退院前には病院と学

校間で復学支援会議(帽子やマスクが原因でいじめがない

よう、今後の学習スケジュール等)を行いますが、現実は

過酷です。いじめ・心の病により不登校となる子が多数い

るのが現状です。また、年間を通して多種多様の感染症に

さらされる脅威と命のリスクに向き合う中、日々不安と共

存し暮らしています。

感染が確認されたらす

ぐに家での拘束状態を

余儀なくされます。ま

た、昨今の新型コロナ

ウイルス感染拡大やそ

の他の感染症流行に伴

い、直接会って学習す

る環境の不足に対して、

オンラインでの学習や感染予防対策済みの教室の設置な

どが必要となっています。そんな子ども達のために勉強支

援をしている団体は北海道にはまだ一つもないのです。だ

からこそ、必要不可欠だと感じ、活動を始めました。子ど

も達の体調に応じ、院内にあった分校のような教室でスト

レスにも最大限に配慮しながら勉強サポートをし、同時に

孤立しがちな家族との悩みの共有の場となるよう強く願

い活動している次第です。学生や教員を定年退職した方、

不登校コーディネーターなどのボランティアによる学習

支援は、現在はコロナ禍にあるため、主にオンラインで行

い、可能な範囲で対面式の学習を行っています。今後の目

標は小児がんの子ども達、またその家族が感染や抜け毛な

ど人目を気にしないで自由に来ることが出来る小児がん

患者限定の【勇者の会ハウス】賃貸一軒家を2年間借りて

スタートさせる事です。(今後の目標として、卒業後の就

職斡旋についても呼び掛けをしていきたいと思っており

ます。) 

 

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 

 

菊田 等会員：勇者の会代表 阿部様の卓話、よろしくお願いいたします。 

札幌西北 RC ゴルフ同好会：コロナ禍の中、無事にゴルフコンペが終了しました。 

ニコニコＢＯＸ 


