
札幌西北ロータリークラブ 
 

『ＩＣＴ委員会の取組みについて』 

第２５１０地区ＩＣＴ委員会 堀元 雅司 ＩＣＴ委員長 

                    ソング：四つのテスト 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月17日(木) 雪 

●ソング／それでこそロータリー 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／樋口季一郎記念館 館長 江崎 幹夫 様                             

●3 月 17 日出席率／会員

34名中欠席11名、規定

除外者4名63% 

●2月17日確定出席率／ 

会員34名中欠席0名、 

規定除外者4名100% 

●会長報告／記念品が届

いておりますので贈呈致

します。／小川眞治会員「メジャードナー」クリスタル盾・

バッチ／松下徳良会員「第１回米山功労賞」感謝状／得能宗

洋会員「RLIセミナー」修了バッチ 

●幹事報告／前回の例会終了後に、定例理事会を開催致しま

した。詳細は議事録をご確認下さい。／新型コロナウイルス

の感染状況が予断を許さない状況の為、今年度の第 4・第 5

グループ合同 IM が中止となりました。／ヒューストン国際

大会「日本人親善朝食会」のご案内が届きました。詳細は先

日送付した案内文をご確認下さい。／3/26(土)～3/27(日)に

開催される第 34 回全国ローターアクト研修会の登録期日が

3/22(火)迄に延長となりました。／第 2510 地区ローターア

クト「第49回地区大会」仮登録のご案内が届きました。式典

はハイブリッドで開催する為、参加方法によって登録料が異

なります。仮登録は3/25(金)迄です。ご興味のある方はクラ

ブ事務局迄お問合せ下さい。／ロータリー囲碁同好会より

「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届きました。

申込は 5/6(金)迄です。詳細は事務局迄お問合せ下さい。／

次週 3/24(木)は国民の休日週で休会です。次回の例会は

3/31(木)です。／ガバナー会と第2510地区より、ウクライナ

への緊急支援について協力依頼がきました。ロータリー財団

はウクライナ支援の為「ロータリー緊急援助基金」の窓口を

設置致しました。当クラブも協力したく皆様にご寄付を募り

たいと思います。募金箱を用意致しましたのでご協力頂けま

すと幸いです。本日ご欠席された方にも改めて主旨を説明し

た上で、緊急援助基金への寄附をお願いさせて頂きます。本

日例会終了後、事務局から寄付窓口をご案内致しますので各

自ご対応をお願い致します。今回の寄附はロータリー財団に

対する個人実績として加算されます。 

●委員会報告／葛西純一会員／3/5(土)第4・第5グループ合

同で交換学生支援委員会の次年度に向けた準備会が行われ

ました。役員が毎年交代となり引継が充分に行えない為、事

業について分かりにくさがあるという事で開催されました。

議事録が届きましたら改めて詳細をご報告させて頂きます。 

●米山記念寄付／ 

目標額560,000円 達成額363,500円 達成率 64.9％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額572,250円 達成額502,100円 達成率87.7％ 

●ニコニコBOX／目標額1,000,000円 達成額386,000円  

達成率38.6％ 

●主要プログラム 

『定款・細則改正と衛星クラブ

設立について』松下徳良会員 

当クラブ定款・細則改正並びに衛

星クラブ設立に関し審議の結果、

全員一致で承認されました。承認

された内容は、予め郵送でお送りしていた改正案・設立案が

承認されました。 
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第２０８７回 例会 

2022年 3月 31日（木） 

 

 

 

 

第２０８６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 

誕 生 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             なし 

家族感謝の日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             なし                                                                                                     

創 業 記 念 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西岡 憲廣 会員（明治４４年４月１日）札幌山の手高等学校 

中嶋 成実 会員（昭和４６年４月１日） 

中嶋・佐藤司法書士・行政書士事務所 

馬杉 榮一 会員（昭和５４年４月１日）馬杉榮一法律事務所 

入 会 記 念 日                                                                                                                                           小川 眞治 会員（平成 ５年４月１日） 

 



1 日 (金) 札幌幌南 定例例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 5 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
1 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 5 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
2 日 (土) 札幌手稲 フォーラム「手稲RCの魅力とは」 6 日 (水) モーニング 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

4 日 (月) 札幌南 会員卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 6 日 (水) 札幌 ゲスト卓話 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
4 日 (月) 札幌北 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 6 日 (水) 真駒内 ゲスト卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
5 日 (火) 札幌西 通常例会 6 日 (水) 新札幌 米山奨学生のご挨拶 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
5 日 (火) はまなす 会員卓話 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 7 日 (木) 札幌東 社外役員について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

『偉大なる人道主義 

樋口季一郎』 

樋口季一郎記念館 

館長 江崎 幹夫 様 

樋口季一郎は旧陸軍中将で北海

道、樺太、千島列島を防衛する第

五方面軍司令官でした。中将は3

つの奇跡を起こした偉人です。

⑴「オトポール事件」1938年3月満洲とソ連の国境オトポー

ルでユダヤ人難民を救出。⑵「キスカ島無血の撤退」1943年

7 月アメリカ軍に包囲された 5800 名の将兵を秘密裏に撤退

させる。⑶「占守島の戦い」1945年8月19日北海道の占領

を企図し侵攻したソ連軍に対し「断固反撃」を命じ撃退、北

海道の分断を阻止。樋口季一郎は1888年8月20日淡路島の

阿万村に生まれました。幼少期からとても優秀で陸軍幼年学

校、士官学校、陸軍大学と進み、卒業後は情報部門に進みま

す。その後ポーランド武官等海外経験も積み、1937年8月ハ

ルビン特務機関長としてハルビンへ赴任しました。1938年3

月ドイツの迫害から逃れてきたユダヤ人難民が満州とソ連の

国境に殺到しましたが、満州国はドイツと日本に忖度をして

ビザを発行しませんでした。3 月の満洲は零下 20～30 度に

なり凍死者が出始め、ハルビンユダヤ人協会会長のカウフマ

ン博士が中将に救済を依頼しました。ドイツとは友好国でし

たが首覚悟で人道主義を貫き、約2万人のユダヤ人難民を救

いました。「日本人なら困っている人を助けるのは普通の事で

特別褒められるような事はしていない」と中将は後に語って

います。ユダヤ人に貢献した人々の名前が刻まれている「ゴ

ールデンブック」に「ゼネラル樋口」と記載されています。

戦争が始まり1942年8月北部軍司令官として札幌に赴任後、

1943 年 5 月アッツ島とキスカ島の戦いが始まります。キス

カ島ではアリューシャン列島特有の霧に紛れて 5800 名を無

血で撤退させました。その時、撤退時間削減の為、菊の御紋

の小銃を海に放棄させました。日本軍の司令官で鉄砲を海に

投げさせたのは中将だけです。命を大切にした軍人です。

1945 年 8 月 9 日ソ連が日ソ不可侵条約を一方的に破り満州

と樺太に侵攻します。樺太にいた40万の民間人の内、15万

人しか北海道に戻れませんでした。同年 8 月 18 日に終戦と

なり、武装解除の18日未明、占守島にソ連軍が上陸してきま

す。その報告を受けた中将はスターリンが北海道占領を企図

していると察し「断固反撃に転じ、粉砕せよ」と命令を出し

てソ連軍を撃退。日本軍最後の勝利と言われています。後に

中将は「ソ連の企図した北海道北半分の武力占領がもし現実

化していたら、北海道もまた東西ドイツの如く、そしてベル

リンの壁の如く二つに分断される悲劇を招いたであろう。そ

の意味で、占守島の戦いはソ連の果てしない野望を完全に破

壊したものと言えよう」と語っています。戦後はGHQ の取

調べがありましたが捕虜に対する虐待もなく、終戦処理の不

正もなかった為戦犯にはなりませんでした。スターリンはソ

連で戦犯として裁くので引渡すように連合軍に要求しました

が、米国ユダヤ会議が「樋口救出運動」のロビー活動をして

米国防総省を動かし、マッカーサー総司令官が引渡しを拒否

しました。オトポールの恩をユダヤ人が返してくれたのです。

樋口季一郎陸軍中将は北海道をソ連から守ってくれた北海道

の恩人、いや、日本の恩人です。日本人はその事を忘れては

いけないと思います。この功績は未来の子供たちに伝えて行

かなければならないことです。 

 

 

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 4月 7日（木） 12：30～ 

『大学雑学考～この先わが国の大学はどこへ向かうのか？～』 

安酸 敏眞 会員 

                                  ソング：クラブ讃歌 

 

菊田 等会員：江崎様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

得能宗洋会員：江崎様、本日の卓話お願い致します。沢田さん、これからも夢に向かって頑張って下さい。 

久保 隆会員：江崎様のお話、楽しみです。 

小川眞治会員：オンライン例会に参加でしたが、本例会が久しぶりです。皆さんお変わりありませんか。ロシア、ウクライナの戦下

で心が痛みます。早い終息を祈っております。 

中嶋成実会員：江崎幹夫館長、本日は卓話よろしくお願い致します。 

関 欣昌会員：沢田さん、１年間お疲れ様でした。田村さん、またよろしくお願い致します。 

安酸敏眞会員：久々に例会に出席できる事に感謝して。 

ニコニコＢＯＸ 


