
札幌西北ロータリークラブ 
 

『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 
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10月28日(木) 雨 

●ソング／日も風も星も 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／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 

ヘルシンキ北西RC 井口光雄様                                   

●10月21日出席率／会員32名中欠席10名、規定除外者

3名65.5% 

●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% 

●入会式／五十嵐信彰さんの

入会式が行われました。スポン

サーは小川会員で、出口様の後

任としてご入会されます。現在

はホクビシティホーム㈱にて

取締役顧問をされています。 

●会長報告／お誕生日を迎えられた方の中で対面にて記

念品をお渡しできなかった方へ贈呈致します。（髙見会員）

／池﨑会員宛てに国際

ロータリー第 2510 地

区RLI委員会より9/12

に開始された「RLIセミ

ナーパートⅠ」の修了

証が届きましたので、

贈呈致します。／新谷

会員宛てに地区大会実

行委員会より「クラブ永年出席100％会員表彰(30年)」の

記念品が届きましたので贈呈致します。山本会員宛てにも

「クラブ永年出席100％会員表彰(20年)」が届いておりま

す。本日はご欠席のため、後日お渡し致します。 

●幹事報告／国際ロー

タリー第 2580 地区か

ら、世界ポリオDAYの取

り組みについて「ぜひ、

北海道のロータリアン

の皆様に拡散頂きたい」

と動画が届きました。国

際奉仕委員会で作成し、

世界中に発信されているものです。本日、視聴用のURLを

皆様にメールでお送りしますので、ぜひご覧ください。／

ロータリーの友 11 月号を配布しておりますのでご覧くだ

さい。／11/5に会長ノミニーを開催します。選考委員長は

持ち回り理事会にて西岡副会長に決定しました。18：30か

ら京王プラザホテル札幌 2F ローズルームで行います。会

長ご経験者の皆様はご出席をお願い致します。／11/7 に

ロータリー奉仕デーとして創成川公園の清掃活動を行い

ます。当日は北2条エリアに集合し、10：00から開始しま

す。山の手高校インターアクトクラブ様からは 11 名ご参

加頂ける予定です。清掃終了後はお食事会も予定しており

ますので、皆様もご家族やお知り合い等お誘いあわせの上

ご参加ください。／次週 11/4 は国民の休日週により休会

です。(文化の日)次回の例会は11/11となりますのでご注

意ください。 

●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231,000円 達成率23.1％ 

誕 生 日  渡邊 葉子 会員（１１月１１日） 

                                                                                                                                          小林 秀樹 会員（１１月１３日）                                                                                                                                                                                                                         

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  久保  隆 会員（平成１０年１１月１２日） 
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第２０７６回 例会 

2021年 11月 11日（木） 

 

 

 

 

第２０７５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 



12 日 (金) 札幌幌南 財団委員会卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 16 日 (火) 札幌清田 クラブフォーラム (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
12 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 16 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
13 日 (土) 札幌手稲 移動例会 17 日 (水) モーニング 夜間例会※受付なし (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

15 日 (月) 札幌南 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 17 日 (水) 札幌 ロータリー財団月間に因んで (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
15 日 (月) 札幌北 新会員卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 17 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
16 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 17 日 (水) 新札幌 クラブフォーラム (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
16 日 (火) はまなす 会員卓話 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 18 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 

『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 

この度は、卓話の機会を頂

きまして誠にありがとうご

ざいます。税理士法人フュ

ーチャーコンサルティング

の小澄と申します。本日は、

税理士として「人生 100 年

時代における事業の在り

方」について話をさせて頂きますが、実は私もロータリア

ンでして、東京武蔵野ロータリークラブに在籍しておりま

す。会員数も 29 名と、札幌西北ロータリークラブ様と同

じような規模で日々活動しております。本日は恐縮ではご

ざいますが、私の職業上捉えている事業の在り方について

お話させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。人生

100年時代、私たちは100歳まで生きるのが当たり前の時

代になりつつあるのがデータ上で確認できています。100

歳まで生きる。この事はとても素晴らしいことですが、社

会という観点でみると少子化と、長寿化が同時並行で進ん

でおり、人口動態の点からは人類が今まで経験したことが

無い社会へと変化していることが良く分かります。今回の

コロナによる社会変化もそうですが、自然環境も大きく変

わり、人口動態も大きく変わる。今まで普通であった「価

値観」や「常識」、そこまで大げさに言わなくても、少なく

とも「前提」は大きく変わることになります。社会の経済

的な需要は、人口が年々大きく減少していくことを考える

と確実に減るかと思います。経済で売れる商品やサービス

が年々変化していく中、一つのビジネスモデルで長期的な

展望を望むことはできません。事業も安定的に取り組みな

がら、皆様の長生きに向けた人生全体での幸福最大化を考

える。その時には、老後人生をどう考えるのかがとても重

要となります。必要なお金の問題をどうするのかを考えた

上で、事業の承継のタイミング・方法の時期の問題を落と

し込んだうえでの事業計画が必要となります。その上で、

人生の幸福度を上げるためには社会の中での居場所が重

要であり、それはコミュニティーが一つの解決方法であり、

だからこそのロータリーであると考えます。つたない話で

はありましたが本日はご清聴誠に有難うございました。

  

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 11/18（木）『「お墓スタイル」今昔物語』 

㈲三愛 代表取締役／行政書士 松尾 拓也 様                                     

ソング：それでこそロータリー 

 

 

小澄健士郎様：本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

井口 光雄様：久しぶりです。夏の間はゴルフ会に参加させていただきありがとうございました。 

菊田 等会員：本日の卓話、小澄様よろしくお願いいたします。 

得能宗洋会員：小澄様、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

池﨑 潤会員：小澄さんの卓話、楽しみです。本日はよろしくお願いいたします。 

小川眞治会員：安酸会員の自叙伝「つむじ風に巻き上げられて」読ませていただきました。故森本会員との 

         出会い、グローバル経験からなる掲載に感銘を受けました。 

遠島芳然会員：小澄様、卓話よろしくお願いいたします。 

中嶋成実会員：小澄健士郎先生、本日はよろしくお願いいたします。 

久保 隆会員：小澄様の卓話、楽しみです。 

岡出敏美会員：小澄様の卓話、楽しみです。 

ニコニコＢＯＸ 


