
札幌西北ロータリークラブ 
 

『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 様 

ソング：日も風も星も 
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10月21日(木) 曇り 

●ソング／なし 

●司会／菊田 等会長 

●ゲスト／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                                   

●10月 21日出席率／会員 31名中

欠席14名、規定除外者6名56% 

●10月7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

念品を贈呈致します。（吉田会員） 

●幹事報告／先日の19日に第 2回

クラブ内勉強会を開催し、14 名が

ご参加されました。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。松下講師ありがとうござ

いました。次回は11/24(水)の19時に開催予定です。講師

は菊田会長でテーマは「クラブコミュニケーション」です。

改めてご案内をお送りしますので皆様のご参加をお待ち

しております。／前回の例会終了後に定例理事会を開催し

ました。1.今年度の年間プログラムが承認されました。2.

新谷会員の出席規定免除が承認されました。3.ロータリー

奉仕デーとして 11/7(日)創成川公園の清掃活動を行う事

が承認されました。札幌山の手高等学校インターアクトク

ラブと合同開催です。感染予防に注意し、昼食会も実施予

定です。ご家族や知人を招待の上ご参加下さい。4.次年度

地区研修・協議会のホストクラブに関し依頼が来ました。

当クラブの 45 周年記念事業と時期が近い為、コ・ホスト

クラブを引き受けたい方向性でガバナーエレクトと調整

する事になりました。その後菊田会長が調整して下さった

結果、コ・ホストクラブに決まりましたので、合わせてご

報告致します。開催日は来年の 4/24 の予定です。5.会員

増強について、出口様の後任として入会予定の五十嵐様が

例会の見学に来られた事が報告されました。引き続き、皆

様も会員増強にご協力をお願い致します。／前回の例会で

募った「佐賀・長崎豪雨災害義援金」の義援金額は20,000

円でした。ご協力ありがとうございました。 

●委員会報告／松下奉仕プロジェクト委員長／1.三角山

登山は来春に行いたい予定です。三角山四阿を守る会を復

活し、新谷会員を会長に迎えて今後は委員会と合同で行い

ます。三角山は清掃するまでもなくきれいな為、会員の親

睦や健康増進を主目的に継続します。2.西区・手稲区中学

校スポーツ大会は手稲RCとの共催で40年ほど続いた青少

年奉仕事業ですが、先生方との協議の結果、大会を中止す

る方向にあるとの事ですのでご報告します。3.菊田年度は

45周年に当り、新規奉仕事業を検討中です。当クラブの継

続的な奉仕事業は大通植栽だけです。9/30 の例会で卓話

いただいた勇者の会（小児がん患者と家族を支援する会）

の支援を新規奉仕事業の柱とする方向です。 

●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204,000円 達成率20.4％ 

 

誕 生 日  な し                                                                                                                                                                                                                         

家族感謝の日  八木 健真 会員（１１月 ８日） 

創 業 記 念 日  渡邊 葉子 会員（昭和５７年１１月 １日）㈱葉花園 

                                                                                                                                                                                              穴倉 廸彌 会員（昭和３０年１１月１０日）(学)札幌いづみ学園 

入 会 記 念 日  な し 

Vol.XLIII  No.２０７５ 

第２０７５回 例会 

2021年 10月 28日（木） 

 

 

 

 

第２０７４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 



29 日 (金) 札幌幌南 通常夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 2 日 (火) 札幌清田 法定休日の為、休会

29 日 (金) ライラック 定例休会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 2 日 (火) 大通公園 法定休日の為、休会

30 日 (土) 札幌手稲 移動例会 3 日 (水) モーニング 法定休日の為、休会

1 日 (月) 札幌南 法定休日の為、休会 3 日 (水) 札幌 法定休日の為、休会

1 日 (月) 札幌北 法定休日の為、休会 3 日 (水) 真駒内 法定休日の為、休会

2 日 (火) 札幌西 法定休日の為、休会 3 日 (水) 新札幌 法定休日の為、休会

2 日 (火) はまなす 法定休日の為、休会 4 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

●主要プログラム「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  

北海道留萌郡小平町出身で小学校から野球やスキーに取

り組み、4年生から恩師の先生からの勧めでジャンプ競技

を始めました。そして中学校からノルディック複合競技を

始め、東海大学第四高等学校に進学をしたのですが、入学

後すぐに母親を癌で亡くし、スキー競技への意欲を無くし

てしまい成績が全く出ませんでした。しかし先生方を始め

周囲のサポートのおかげで高校 3 年の時に何とか立ち直

る事が出来て、東京美装興業株式会社に就職し社会人とし

てスキーを続けられる事になりました。もし顧問の先生が

就職先を見つけてくれなかったら今の自分は無かったと

思いますし、会社が拾ってくれなかったら金メダルは無か

ったと思います。その後3度のオリンピック（1988年のカ

ルガリー、1992年アルベールビル、1994年リレハンメル）

に出場しましたが、1992 年のノルディック複合団体金メ

ダルの時にはチームリーダーでありながら金メダルチー

ムの補欠になり大きな挫折を経験しました。その時一度は

引退を決意しましたが、仲間や家族の支えがありスキーを

続け、1994 年リレハンメルオリンピックでは団体メンバ

ーに入り金メダルを獲得しました。そして 1995 年ワール

ドカップ札幌大会をもって現役を引退し、引退後は全日本

のコーチとして海外を転戦しました。2014 年ソチオリン

ピックではノルディック複合ノーマルヒル個人戦での渡

部暁斗選手のメダル獲得に貢献して全日本のコーチを引

退し、コーチとしてもメダル獲得の喜びを味わう事が出来

ました。2016 年より名寄市特別参与スポーツ振興アドバ

イザーとして転職し、2017 年には札幌オリンピックミュ

ージアム名誉館長に就任して冬季スポーツの普及活動や

ジュニア育成などを行っています！これからもスキーで

経験した「失敗を恐れずいろいろな事にチャレンジする！」

「相手の立場になって物事考える！」「夢や目標は口に出

して言う！」「つらい時こそ笑顔で！」を大切にスポーツ

で北海道を盛り上げる為に全力を尽くしていきます。
  

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 11/11（木） 

『ロータリー財団及び米山奨学生制度について』 

ロータリー財団委員会 渡邊 葉子 会員                                      

ソング：クラブ会歌 

 

菊田 等会員：本日の阿部雅司様の卓話大変楽しみにしております。 

宜しくお願い致します。 

得能宗洋会員：入会記念日祝！ 

池上 会員：久々に夜間例会開催出来てよかったです。 

池﨑 潤会員：阿部様の卓話楽しみです。本日よろしくお願い致します。 

葛西純一会員：阿部様の卓話、楽しみにしております。 

望月陽介会員：池﨑委員長、夜間移動例会の準備お疲れ様です。寒いのでリフトはご勘弁下さい！ 

遠島芳然会員：久しぶりの例会、楽しみです。 

吉田聡子会員：今日は楽しみです！阿部様、よろしくお願いします！ 

ニコニコＢＯＸ 


