
札幌西北ロータリークラブ 
 

『金メダルへの道のり～つらい時こそ笑顔で！～』 

９４年リレハンメル ノルディック複合団体 金メダリスト 

オリンピックミュージアム名誉館長 阿部 雅司 様                                    
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10月7日(木) 曇り 

●ソング／クラブ讃歌 

●司会／菊田 等会長 

●ゲスト／出口元治様、・ホクビシティホーム㈱取締役 

五十嵐信彰様（ご入会予定の方） 

●10月7日出席率／会員31名中欠席12名、規定除外者5

名53.8% 

●9月30日確定出席率／会員31名中欠席0名、規定除外

者5名100% 

●会長報告／緊急事態宣言で対面での例会が開催できな

かった為、その間お誕生日を迎えられた方に記念品を贈呈

いたします。（中嶋会員、新谷会員、西会員） 

●幹事報告／「日本のロータリー100周年ビジョンレポー

ト2020（本編）」が届きました。全クラブへWebアンケー

トを実施してまとめたものです。ご興味のある方は事務局

までご連絡をお願いいたします。／大日向ガバナーより

「佐賀・長崎豪雨災害義援金」のお願いが届きました。8/14

から西日本を中心に襲った豪雨の影響で、深刻な被害が発

生しております。当地区では、各クラブ皆様のご理解とご

協力のもと、被災者の生活再建援助、支援を目的に義捐金

を募り、被災地区へお届けする事となりました。当クラブ

としても今回の協力要請に対応すべく、義捐金箱を用意し

ましたのでご協力をお願いいたします。／今月のロータリ

ーレートは 112円です。（前月 110円）／本日例会終了後

に、定例理事会を開催いたします。理事・役員の皆様はご

出席をお願いいたします。／次週10/14(木)は、理事会裁

量により休会です。次回の例会は10/21(木)となりますの

で、お間違えの無いようにお願いいたします。 

●委員会報告／池﨑潤クラブ奉仕委員長／10/21の夜間移

動例会の出欠回答期日が本日 10/7 までとなっている為、

皆様奮ってご参加の程よろしくお願いいたします。 

●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192,000円 達成率19.2％ 

●主要プログラム 

「『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 

まず初めに、現在地区から推奨

されている事項を何点かお話

しします。1点目は本日のテーマである「未来ビジョン委

員会」設置についてです。3年後、5年後、10年後の望ま

しいクラブの姿をビジョンに描き、それに従った目標と行

動計画を立ててクラブの活性化を図るために、各クラブに

誕 生 日  髙見 幸浩 会員（１０月２１日） 

                                                                                                                                                                                                                        西岡 憲廣 会員（１０月２４日） 

家族感謝の日  安藤 壽建 会員（１０月２７日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  池﨑 潤  会員（平成２８年１０月２０日） 

                                                                                                                                                                                                                        得能 宗洋 会員（平成２４年１０月２５日） 
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第２０７３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 



22 日 (金) 札幌幌南 新入会員卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 26 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
22 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 26 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
23 日 (土) 札幌手稲 移動例会 27 日 (水) モーニング 米山記念奨学生卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

25 日 (月) 札幌南 外部卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 27 日 (水) 札幌 会員卓話 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
25 日 (月) 札幌北 会員卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 27 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
26 日 (火) 札幌西 移動例会 (札幌プリンスホテル) 27 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
26 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 28 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

設置する事が推奨されています。2点目は会員勧誘用のク

ラブリーフレット作成です。3点目はICT関連についてで

す。地区HPやMyRotary、Facebookの登録が推奨されてい

ます。国際ロータリーもSNSは情報発信として外せないツ

ールと考えていますのでぜひご利用下さい。では、本日の

テーマをお話しします。2017年にRIは「私達ロータリア

ンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能

な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する

世界を目指します」というビジョンを発表しました。この

ビジョン達成に向けた行動指針が「ロータリーの戦略的優

先事項と目的」です。戦略計画を立てているクラブは立て

ていないクラブよりも活発で、会員満足度も高いという調

査結果が出ています。魅力ある活発なクラブ運営のために

はクラブ戦略計画は必要であり「未来ビジョン委員会」設

置はその第一歩なのです。地区の「クラブ戦略計画書」は

各クラブより100％提出されていますが、戦略計画委員会

を有するクラブは非常に少ないのが現状です。その年度の

リーダーによって単年度活動主体で作成され、会員はその

存在自体を知らない事が多いのです。また、クラブの問題

点や課題を改めて話し合ったり、将来をじっくり語り合う

機会が少ないように思います。その機会を得るために「未

来ビジョン委員会」の設置が重要で、クラブ活性化に不可

欠なのです。現年度を中心に前後のクラブリーダーを交え

て反省点や今後の運営など、中長期に渡る話し合いができ

ます。「未来ビジョン委員会」設置は、ほとんどのクラブが

本年度から始めるようです。札幌手稲 RC 等は既に始めて

います。委員会の設置は理事会で決める事になります。こ

の委員会は何のため？と突き詰めて考えると会員増強の

ためではないかと思います。経験上でも会員が増える事で

クラブは活性化します。また、活動費も自然と増えるので

メインの継続事業を持っている事が多く、クラブ活動が活

発です。当クラブは「チャレンジ50」をビジョンとして、

遅くても 5年後までには 50名を達成し、軌道にのせたい

ものです。そして、50名を達成したら次は50名を切る事

がない仕組みを考える必要があります。5年後までに会員

数がどのように増えるか見込みを立てる事も大切です。当

クラブの場合「チャレンジ50」を実施するとなると、毎年

1年あたり10名の会員を増やさなければなりません。「未

来ビジョン委員会」のチェックシートというものがありま

す。例えば入会金や年会費を見直す等です。その中にある

奉仕事業は「何のため、誰のため」に行う事業なのか、事

業理由を明確にして検討する必要があります。以上が「未

来ビジョン委員会」の概要です。当クラブもまずは「チャ

レンジ50」を目指して「未来ビジョン委員会」と「会員増

強推進委員会」を合同開催し、進めていければと考えてお

ります。皆様もこれを機にぜひご検討をお願いいたします。
  

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 10/28（木） 

『事業プランよりライフプラン。人生 100年時代における事業の在り方』 

税理士法人フューチャーコンサルティング 代表 税理士 小澄 健士郎                                      

ソング：日も風も星も 

 

 

菊田 等会員：本日の卓話、久保会員よろしくお願いいたします。勉強させて下さい。 

西岡憲廣会員：久保ガバナー補佐の話を楽しみにしてきました。 

得能宗洋会員：久保さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

安酸敏眞会員：初出席につき 

岡出敏美会員：久保様の卓話、楽しみです。 

小川眞治会員：例会が再開されました。会員の皆さんとの会合に感謝です。久保補佐さんの卓話お願いします。 

中嶋成実会員：Zoom例会は全て欠席でした。リアルでなければ出席する気になりません。 

池上 会員：久保さんのお話楽しみです。ありがとうございます。 

松下徳良会員：久保ガバナー補佐、卓話ご苦労様です。 

望月陽介会員：20年ぶりに野歩き（トレッキング）を始めました。先週は大雪山・愛山渓に行ってきました。 

久保さん、今日はよろしくお願いいたします。 

池﨑 潤会員：久保さんの卓話楽しみです。よろしくお願いいたします。 

葛西純一会員：久保会員の卓話、楽しみにしております。 

ニコニコＢＯＸ 


