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『大学雑学考～この先わが国の大学はどこへ向かうのか？～』
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智樹 会員（４月１０日）
欣昌 会員（令和 ３年４月 ８日）
陽介 会員（平成２７年４月１６日）
智樹 会員（平成２７年４月１６日）

例会報告
3 月 31 日(木) 晴れ

●ソング／四つのテスト
●司会 ／菊田 等会長
●ゲスト／RI 第2510 地区 IT 委員会 堀元 雅司 ICT 委員長
●3 月 31 日出席率／
会員 34 名中欠席 9 名、規定除外者 4 名 70.0%
●3 月 3 日確定出席率／
会員 34 名中欠席 13 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。／池﨑潤会員 1/23「RLI
セミナー パート 2」修了
証、
「RLI セミナー 全ミッ
ション」修了証・修了バッチ
●幹事報告／前回例会にてお預かりしましたウクライナへ
の緊急支援金はロータリー財団「ロータリー緊急援助基金」
に送金致しました。支援金は 4/30(土)まで受付けています。
詳細は先日送付したご案内をご確認下さい。／3/22(火)に第
6 回クラブ内勉強会を開催し、14 名が参加しました。テーマ
は「ロータリーにおけるリーダーシップ」について、講師は
私（得能宗洋会員）が担当致しました。次回は 4/26(火)の 19
時から開催予定です。講師は池﨑潤会員が担当し、テーマは
「クラブ奉仕について」についてです。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。／
3/26(土)の 2022 年-2023 年度会長エレクト研修セミナー
(PETS)に次期会長である私（得能宗洋会員）と 3/27(日）の
米山・財団セミナーに次期ロータリー財団委員長の渡邊葉子
会員が参加しました。／第 7 回日台ロータリー親善会議福岡
大会のご案内が届きました。5/6(金)16 時より福岡会場と台

湾会場に集い、オンライン開催されます。福岡会場での現地
参加とオンライン視聴による参加が可能です。登録料は、現
地参加の場合は会員が 22,000 円、ご家族が 10,000 円、オン
ライン参加の場合はクラブで 10,000 円のオンライン視聴登
録をすることで、何名でも視聴可能となります。詳細は先日
送付したご案内をご確認下さい。参加をご希望の方は事務局
までお申し出下さい。／まん延防止等重点措置が解除となり
ましたので、今後は会場と ZOOM を併用してハイブリット形
式で例会を開催する予定です。次回の例会は 4/7(木)です。
次回例会終了後に定例理事会を開催いたしますので、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 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 400,000 円 達成率 40.0％
●主要プログラム
『ICT 委員会の取組みについて』
RI 第 2510 地区 ICT 委員会
堀元 雅司 ICT 委員長
平素は、第 2510 地区 ICT
委員会の活動にご協力頂
き大変感謝申し上げます。
地区 ICT 委員会の取り組
みのひとつとして、
地区ホ
ームページの管理があり

ます。会員の皆様が使いやすく地区の情報を入手出来る様 会長や幹事・各委員会の委員長などを受けた時など、心構
に、ICT 委員会として札幌西北ロータリークラブの小林会 えとしての E ラーニングのページもございます。ネットで、
員と協力しながら進めております。更に、ICT 委員会とし 何時でも学習出来ますので、利用してみてはいかがでしょ
て国際ロータリーが推奨する My Rotary の登録者を増や うか。他に、国際ロータリーが推奨しているものとして、
す取り組みも進めています。ICT 委員会としては、なんと SNS がございます。
例えば、
Facebook や Twitter、
Instagram
か登録者数を 50%まで増やす活動はしているのですが、簡 など、情報発信の手段として利用を推奨しています。第
単には増えてくれません。今後、ただ登録してくださいと 2510 地区 ICT 委員会も、Facebook のページを開設してい
お願いをするより、登録するとこんな情報が取得できます。 ますので、友達申請をしていただき、自分のクラブの奉仕
機能としてこんなパンフレットも簡単に作れます。とか、 活動などの情報を発信していただけると幸いです。ページ
こんな割引が受けられますなど、登録者の特典をお知らせ も充実しますので、ご協力よろしくお願い致します。今後
して行こうかと思います。それから、登録のお願いをさせ とも ICT 委員会の取り組みにご協力頂けると幸いです。
て頂いた方が良いのではと感じています。現在、札幌西北 ※下記の QR コードから、地区ホームページ・My Rotary・
ロータリークラブの登録者数は、
約 32.35%だと思います。 ICT 委員会の Facebook へアクセスが出来ますので、スマ
第 2510 地区の平均登録者数は、約 35％ですので、札幌西 ホで読み込んでご覧いただければと思います。
北ロータリークラブは、平均的な所ですが、出来ましたら
RI 第 2510 地区
地区 ICT 委員会の小林会員もいらっしゃるので、積極的に
ハイブリッドカード
登録のご協力をお願いします。すでに登録されている皆様
は、My Rotary にアクセスしてご利用していただいている
でしょうか？My Rotary は、以前より内容が把握しやすく
なっていますので、時々でも覗いて頂ければと思います。
例えば、クラブで会員増強やクラブを紹介する広報活動に
も利用できるものとして、クラブを紹介するパンフレット
を、写真と内容の文章を用意すれば、簡単に三つ折りのパ
ンフレットの版下が出来るシステムもありますし、他に、

ニコニコＢＯＸ
菊田 等会員：堀元様の卓話、本日はよろしくお願いいたします。
得能宗洋会員：堀元委員長、本日の卓話よろしくお願いいたします。
西岡憲廣会員：久しぶりの実出席です。
久保 隆会員：堀元委員長、本日はご苦労様です。
小川眞治会員：入会記念日祝。
池﨑 潤会員：堀元様、本日よろしくお願いいたします。
岡出敏美会員：皆さんに会えるのが楽しみです。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 非IT出身でもわかるDX (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) ライラック 定例休会
(土) 札幌手稲 SDGｓの取組発表
社会奉仕委員会支援会員贈呈式 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(月) 札幌南
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)
(月) 札幌北
通常例会
(火) 札幌西
通常例会
(火) はまなす 第4回クラブ・フォーラム (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

次回プログラム 4 月 21 日（木）
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(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

通常例会
定例休会
通常例会
通常例会
会員卓話

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

(札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
(ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)

理事会裁量により休会

ゲスト卓話

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

18：30～

『第 45 回創立記念夜間例会』
クラブ奉仕委員会
ソング：手に手つないで
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

