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札幌西北ロータリークラブ

創立 1977 年 4 月 21 日

会長 菊田 等 幹事 得能 宗洋
クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
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
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プログラム

『
「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

松下 徳良 会員（１１月１９日）
山本 耕司 会員（１１月２０日）

家族感謝の日

久保

隆 会員（１１月２８日）

髙見 幸浩 会員（１１月２９日）
創 業 記 念 日

な し

入 会 記 念 日

な し

第２０７６回

例会報告

11 月 11 日(木) 曇り
●ソング／クラブ会歌
●司会 ／菊田 等会長
●ゲスト／なし
●11 月 11 日出席率／会員 32 名中欠席 6 名、規定除外者 3
名 79.3%
●10 月 21 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／
お誕生日を迎えられ
た方のうち、対面で記
念品をお渡しできな
かった方へ贈呈致し
ます。
（穴倉会員）／
ロータリー財団より、
小林秀樹会員と渡邊
葉子会員へ 6 回目のマルチプル・ポール・ハリス・フェロ
ーピンが届いておりますので贈呈致します。
●幹事報告／11/7(日)にロータリー奉仕デーとして「創成
川公園清掃事業」を実施致しました。当日は当クラブ会員
が 7 名、ご家族などが 2 名、札幌山の手高等学校インター
アクトクラブより 11 名の方々がご参加下さり、総勢 20 名
で清掃をしました。清掃終了後はお弁当を用意して、感染
対策に考慮しながらお食事会を行いました。ご参加された
皆様、本当にお疲れ様でした。／以前例会でご案内した「第
50 回ロータリー研究会記念講演会」について、オンライン
での視聴方法に関するご案内が届きました。講演会の視聴
をご希望される方は事務局までお問い合わせ下さい。講演
会の日時・内容を改めてお知らせ致します。12/8（水）の

15：00 から開始され、講演者は青山学院大教授の福岡伸一
先生です。テーマは「ポストコロナの生命哲学」です。／
今月のロータリーレートは 114 円です。(前月 112 円)／本
日例会終了後に定例理事会を開催致します。理事・役員の
皆様はご出席をお願い致します。
●委員会報告／なし
●米山記念寄付／
目標額 560,000 円 達成額 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 255,000 円 達成率 25.5％
●主要プログラム
『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
皆様「寄付」と聞くと「お金
を取られる」
というイメージ
をお持ちの方もいらっしゃ
るのではないかと思います。
実際に寄付したお金が何に
使われているか分からない
と、
なかなか寄付をしようと
いう気持ちになりにくいかと思いますので、本日はロータ
リー財団を中心に活動内容をお話させて頂きます。まず、
ロータリー財団の使命は「ロータリアンが、人々の健康状
態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、
貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平和を構築
できるよう支援する事」です。

や環境破壊の原因の削減に取り組んでいます。ロータリー
のビジョン声明の通り「世界で、地域で、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」の実現を目指し、財団に寄せられた
寄付金を用いて世界中に支援が行われています。ポール・
ハリス・ソサエティ(PHS)というプログラムがあり、毎年
$1,000 以上の寄付を行う意思表示を財団に対し行います。
申込時に年間で寄付をする頻度やクレジットカードの設
定が出来るため、都度処理をせず自動的に希望金額が寄付
出来ますので、ぜひご利用下さい。今年度の地区目標は、
財団資金の扱いは公正かつ透明性のある形で行われてい 米山・財団ともにお一人 16,000 円と掲げられています。
ます。寄付金の使われ方は 3 通りあり、寄付時に自分で決 財団は 16,000 円、米山はクラブ会費に普通寄付として
めることが出来ます。何も指定しなければ自動的に「年次 5,000 円が含まれておりますのであと 11,000 円、それぞ
基金」となり、地区財団活動のほか国際的な支援活動に使 れ皆様のお気持ちをお寄せ頂けますと大変嬉しく思いま
われます。国際支援ではロータリーで掲げている 7 つの重 す。本日ご紹介した通り、寄付金は本当に必要としている
点分野に対し寄付金が利用されます。①平和の推進では紛 方々のために使われているという事はご理解頂けたと思
争等の防止研修や難民・貧困対策等の支援を行っています。 います。皆様からのご協力を心よりお待ちしております。
②疾病との闘いではポリオ撲滅をはじめ多くの疾病とそ
の予防に関する住民への教育や、医療従事者への支援を行
っています。③水と衛生では井戸を掘るだけでなく綺麗で
安全な水を提供するために支援しています。④母子の健康
では 5 歳未満で命を落とす子供や、母親が出産時に命を落
とす事が無いように医療・衛生面等の支援を行っています。
⑤教育の支援では識字率の向上や教育上の性差別等の減
少を目指し支援しています。⑥地域経済の発展では貧困問
題や自立に役立つスキルの指導、就職支援等を行っていま
す。⑦環境の保護は天然資源の保全・保護のほか気候変動
渡邊葉子会員は例会当日の 11/11 がお誕生日でした。

ニコニコＢＯＸ
菊田 等会員：渡邊さんの卓話、勉強させて頂きます。
得能宗洋会員：渡邊さんの卓話楽しみです。
渡邊葉子会員：本日、卓話をさせて頂きます。
穴倉廸彌会員：葉子様のお話、楽しみです。
小林秀樹会員：渡邊さん、誕生日おめでとう！
遠島芳然会員：卓話楽しみです。
池﨑 潤会員：渡邊さんの卓話、楽しみです。よろしくお願い致します。
小川眞治会員：ロータリー財団に、渡邊会員よろしくお願い致します。
松下徳良会員：渡邊さんの卓話、お手柔らかにお願いします。
久保 隆会員：渡邊さんご苦労様です。
海野 均会員：渡邊さんの卓話楽しみにしております。
葛西純一会員：本日の卓話、楽しみです。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 ボジョレー夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) ライラック 通常例会
(札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ)
(土) 札幌手稲 移動例会
法定休日の為、休会
(月) 札幌南
法定休日の為、休会
(月) 札幌北
法定休日の為、休会
(火) 札幌西
(火) はまなす 法定休日の為、休会

次回プログラム

23
23
24
24
24
24
25

日
日
日
日
日
日
日

(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会

12 月 2 日（木）『年次総会』
ソング：それでこそロータリー

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

