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『年男の今年の振り返り』 ソング：奉仕の理想 
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12月9日(木) 曇り 

●ソング／四つのテスト 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／NPO 法人ｱｸｾﾌﾟﾄ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 広報・ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ

局長 河野智樹様、勇者の会 代表 阿部美幸様、勇者の会 学

生代表 豊田真慧様、札幌山の手高等学校 西田恵理様                                  

●12月 9日出席率／会員32名中欠席 7名、規定除外者3名

75.8% 

●11月18日確定出席率／会員32名中欠席0名、 

規定除外者3名100% 

●会長報告／勇者の会様

へ学習サポートを支援す

る為学習用のタブレット

を贈呈致します。（アイパ

ット4台、付属品一式）／

国際ロータリー第2510地

区RLI委員会より、11/14

に開催された「RLIセミナ

ーパートⅡ」の修了証が届

きましたので贈呈致します。(対象：得能幹事) 

●勇者の会様よりご挨拶／代表 阿部様／初めの頃はLINE等

を使用しながら試行錯誤で学習活動に取り組んでおりました

が、今回のご支援に大変感謝しております。この度はありが

とうございました。／学生代表 豊田様／学生ボランティアを

している豊田と申します。現在、北海道大学農学院で森林資

源活用の一貫として樹木の材質評価をテーマに研究をしてい

るかたわら、勇者の会の学生ボランティアスタッフとして主

に子供達の勉強サポートをメインに活動しております。さて、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、子供達と対面形式で

授業を行うことが難しくなりZoomやMicrosoft Teamsのよ

うなリモート会議ツールを使った授業の機会が増えてきまし

た。それによりPC やタブレット端末等の電子機器を用いた

授業が効果的であるという結論に至り、道具や機械の不足す

る中で悪戦苦闘しながら授業を行ってきました。ロータリー

クラブ様から贈呈

頂いたタブレット

端末と便利な付属

品によりボランテ

ィア講師陣が授業

を行いやすくなる

と共に、私達勇者の

会にとって重要な

目的である子供達への貴重な学習機会の提供がより迅速かつ

確実に行うことができるようになると考えています。貴重な

機会とご支援を頂き心より感謝申し上げます。今後も皆様か

らのご指導・ご鞭撻を賜りながら、勇者の会スタッフ一丸と

なり、活動の普及と発展に努めて参ります。簡単ではござい

ますが、本日お越しの皆様のご健康とご多幸を祈念し、勇者

の会を代表して私からの御礼のご挨拶とさせて頂きます。 

●幹事報告／定例理事会の報告を致します。1.今年度の年間

プログラムが承認されました。2.ご入会した長谷川会員の所

属委員会がクラブ奉仕委員会に決まりました。3.今年度45周

年記念として行う勇者の会様への支援について、例年下期会

費と一緒に申し受けていた「スポーツ大会協賛金」分の5,000

円を今年度は勇者の会様への支援金として皆様よりご協力頂

く事が承認されました。スポーツ大会は今年度も中止となり

ます。4.佐藤洋信様の入会が承認されました。入会式は来年

の 1月中に行われる予定です。5.会員増強に関し、直近で入

会時期が確定しているのは佐藤様お一人なので、皆様からの

積極的なご推薦をお待ちしております。／12/4(土)に第 4・

第5グループの合同会長・幹事会に菊田会長と出席しました。

京王プラザホテル札幌にて午後 3 時～4 時半まで行われまし

た。主な議題は「市内ロータリー交換留学生支援基金につい

て」や「コロナ禍におけるクラブの運営状況」でした。／地

区 RLI 委員会より「RLI セミナーパートⅢ」のご案内が届き

ました。来年1/30(日)の午前9時～午後4時半まで行われま

す。パートⅡ修了者のみが参加できる為、該当される方の中

でまだパートⅢをご受講されていない方はぜひご検討下さい。 

誕 生 日  な し                                                                                                                                                                                                                                                                                      

家族感謝の日  山本 耕司 会員（１２月２４日）                                                                                                                                                                                                                        

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 
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第２０８０回 例会 

2021年 12月 16日（木） 

 

 

 

 

第２０７９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 



17 日 (金) 札幌幌南 ゲスト卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 21 日 (火) 札幌清田 年末親睦会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
17 日 (金) ライラック 通常例会 21 日 (火) 大通公園 通常例会
18 日 (土) 札幌手稲 移動例会「クリスマス家族会」 22 日 (水) モーニング 会員増強について
20 日 (月) 札幌南 ゲスト卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 22 日 (水) 札幌 会員卓話 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
20 日 (月) 札幌北 年末親睦家族会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 22 日 (水) 真駒内 上期を振り返って (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
21 日 (火) 札幌西 移動例会 22 日 (水) 新札幌 理事会裁量により休会

21 日 (火) はまなす 上期を振り返って (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 23 日 (木) 札幌東 年次総会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

●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267,100円 達成率46.7％ 

●ニコニコ BOX／目標額 1,000,000円 達成額 318,000円 達

成率31.8％ 

●主要プログラム 

『テロと紛争の解決に向けて〜新しい紛争解決〜』 

NPO法人アクセプト・インターナショナル 

広報・ファンドレイジング局長 河野 智樹 様 

遠いソマリアの地で闘う私達アクセプト・インターナショナ

ルは、今年で設立10年を迎えました。多くのソマリア難民が

生活するケニアで前身団体が活動を開始してから、これまで

国連・現地政府・現地NGO等と協力しながら、ケニア、ソマ

リア、インドネシアで活動を行ってきました。私達の活動の

主な取り組みは、元テロリストの方々やギャングの若者達と

いった、社会の中で排除されやすい「加害者」とされる存在

の受入と過激化の予防、さらには積極的な社会復帰支援です。

ケニアでは、活動を通して2018年にイスリー地区における三

大ギャング組織の一つである「カリフマッシブ」の解散式を

実現しました。また、ソマリアの首都モガディシュにおいて

は、イスラム過激派組織「アル・シャバーブ」の投降兵及び

逮捕者に対する脱過激化セッションや、現地政府が実施する

リハビリプログラムの支援を行い、これまでに約1500名の投

降兵や逮捕者の脱過激化と社会復帰を実現してきました。 

加えて昨年からは日本国内において在日ムスリム支援や更生

保護支援も開始する等、これまでの取り組みを活かした国内

での活動にも注力しています。また今年からは、紛争が激化

するイエメンで、現役過激派組織メンバーへの投降を促進す

る事業を開始しました。こうした地道な取り組みが世界から

評価され、2020年にはパリ平和フォーラムにて、私達の提唱

するモデルが過去最高の約 9 倍の倍率の中、日本から初めて

採択されました。また、国連の主要機関である経済社会理事

会からは、特別な能力を有する NGO の証である「特殊諮問

資格」も付与されました。近年は、国連から特別メンター、

専門家会議、専門作業部会などにも招聘され、政策決定にも

大きく貢献しています。10周年を迎え気持ちを新たに、これ

からも様々な制約のある「テロと紛争」の分野で前例を創り

続けていく所存です。現在、設立10周年を記念した寄付キャ

ンペーンを実施しています。よろしければ、ぜひご支援頂け

ますと幸いです。諸先輩方のお力を借りしながらさらに成長

を重ね、テロと紛争の解決により一層近づけるよう精進して

参ります。残念なことに今回はオンラインでの参加となって

しまいましたが、いつか札幌で皆様と直接お会いできること

を心より楽しみにしております。この度は、貴重なお時間を

頂き誠にありがとうございました。 

 

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 1月 6日（木） 『年男の新年豊富』 ソング：君が代・クラブ会歌 

 

菊田 等会員：NPO法人ｱｸｾﾌﾟﾄ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ河野様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

       勇者の会の皆様、本日はよろしくお願い致します。 

得能宗洋会員、海野均会員：河野様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

西岡憲廣会員：河野様の卓話、楽しみにしてきました。勇者の会阿部さんをお迎えして。 

遠島芳然会員：誕生日祝いとして。29日より1週間入院していました。 

松下徳良会員：勇者の会阿部代表、豊田さん、山の手高校西田先生を歓迎して。 

池﨑 潤会員：本日もよろしくお願い致します。 

小林秀樹会員：池﨑委員長、ご苦労様です。 

久保隆会員、安酸敏眞会員：河野様の卓話、楽しみにしています。 

ニコニコＢＯＸ 


