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『コロナ渦を生き抜く』 

ＮＰＯ法人メモリアル 理事長 髙瀨 博様 

                ソング：手に手つないで 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月12日(木) 晴れ 
●ソング／クラブ会歌 
●司会 ／菊田 等会長 
●ゲスト／なし  
●5月12日出席率／ 
会員34名中欠席6名、規定除外者2名81.2% 

●4月7日確定出席率／ 
会員34名中欠席0名、規定除外者2名100% 

●会長報告／第 45 回創立記念夜間例会にご欠席されていた
表彰対象者の方へ記念品をお渡しいたします。 
＜過去5年間の歴代会長及び幹事＞ 
第41代 2017-2018年度
望月 陽介 幹事 
第42代 2018-2019年度・ 
第44代 2020-2021年度 
西  智樹 幹事 
尚、西幹事は2回務められておりますので違う記念品をご用
意しております。 
＜創立以来出席優秀会員＞ 
10年以上100 ％出席されて
いる方が対象になります。 
19年 中嶋 成実 会員 
31年 新谷 喜信 会員 
本日ご欠席の対象者の方に
は次回会場出席時にお渡し
いたします。 
●幹事報告／4/26(火）に第7回クラブ内勉強会を開催し、14
名が参加しましたので報告いたします。「クラブ奉仕委員会」
についてをテーマとし、講師は池﨑潤クラブ奉仕委員長が担
当いたしました。次回は5/24(火)の19時から開催予定です。
時期が近づいてきましたら改めてご案内いたしますので、皆
様のご参加をお待ちしております。／5/6(金)に福岡で開催
されました第7回日台ロータリー親善会議福岡大会に当クラ
ブから小川眞治会員が参加されました。／次年度アッセンブ
リーを札幌ガーデンパレスにて 5/26(木)に開催いたします。
次年度の理事・役員の皆様にはご案内をお送りしております

ので、出欠のご回答を5/19(木)までに事務局までお知らせい
ただきますようお願いいたします。／6/16(木)・17(金)に定
山渓ビューホテルで開催されます国際ロータリー第 2510 地
区インターアクト年次大会のご案内を先日皆様にお送りい
たしました。今年度は札幌山の手高等学校インターアクトク
ラブと共同でホストクラブを務めます。理事会にて承認され
ました通り、登録料はクラブ負担として全員登録いたします。
現地参加される場合は、宿泊料のみ自己負担となります。沢
山の皆様の現地参加をお待ちしております。／4/24(日)地区
研修・協議会の動画が Youtube にアップロードされました。
下村卓也次期地区副代表幹事からのご案内をメールとFAXに
てお送りしておりますのでご興味のある方や残念ながら参
加出来なかった担当委員の方はご覧いただきますようお願
いいたします。／4/21(木)に開催いたしました第 45 回夜間
例会の集合写真を小川会員がプリントしてくださいました
ので、21日ご出席の皆様に配布しております。小川会員あり
がとうございました。 
●委員会報告／髙見幸浩社会奉仕委員／5/22(日)大通植栽
事業を開催いたします。昨年はオリンピック開催の関係から
1丁目のみの植栽でしたが、今年は3丁目噴水広場の植栽も
行います。奉仕事業終了後の昼食は感染予防の観点から皆様
の安全を鑑み、今年も残念ながら取りやめと致しますが、山
の手高校インターアクトクラブの皆様にもご協力いただき、
沢山の方々で楽しく植栽を行いたいと考えております。多く
の皆様のご参加をお持ちしております。 
渡邊葉子ロータリー財団委員長／ロータリー財団の寄付額
は皆様のご協力もあり目標額に達していますが、米山記念寄
付の方がまだ少なく目標額に達しておりません。各テーブル
に寄付申込書と専用封筒を配布していますので、皆様ご寄付
をよろしくお願いいたします。 
●米山記念寄付／ 
目標額560,000円 達成額503,500円 達成率 89.9％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額572,250円 達成額796,100円 達成率139.1％ 
●ニコニコBOX／ 
目標額1,000,000円 達成額499,000円 達成率49.9％ 

Vol.XLIII  No.２０９１ 

第２０９１回 例会 

2022 年5 月19 日（木） 

 

第２０９１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  菊田  等 会員（５月２２日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 



●主要プログラム 
『2030年私の履歴書』                      

濱中 宜樹 会員 

個人、家庭、会社（仕事）の3軸の

視点において、自身のこれまで50年

間の履歴と2020年現時点から自身が

10 年後になっていたい姿を理想や目

標設定などから想像した、2030 年時

点60歳の履歴書を作成し、卓話で発

表をさせていただきました。この 10 年間の人生をどのよ

うに向き合っていくかを明確にいたしまして、自己紹介も

兼ね私がどのような人物なのかＲＣ皆様にも知って頂け

れば幸いと存じます。 

 これから 10 年間の細かな経歴は、卓話でご覧頂いたの

で省略致しまして、この履歴書のなかでは 3 軸の視点で

「人生を終える頃にどんな状態になっているか」というこ

とでまとめております。個人「いままで色々あったけどが

んばったな自分。お疲れ！と自分に言ってあげられる状

態」、家庭「孫子全員が心身ともに健康で、家族皆が皆の幸

せを一番に願っている」、会社「不動産業を通じて街が地

域が元気になる担い手として頼られる企業」です。 

 実は 5 年前にもこの履歴書を作成した経緯がございま

したが、5年前と比べてわずか5年で人生観が変わってい

たことに自分自身が大変驚いておりまして、世の中の流れ

や特にこの5年の経験によって価値観が変わり、人生観の

変化につながっていたものと気づきました。やはり、3軸

どの視点においても自分の身をどこに置き、どのような人

間関係で、どのような考え方で仕事をしているかによるこ

とが自分へ影響していると思います。 

 ＲＣに参加しまだ日は浅いのですが、これらのことが参

加することによって様々な学びに加え、好影響で自分のな

かに入ってきているように感じており、毎回自分への気づ

きにつながっているようです。 

特に奉仕活動がんばります！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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    5 月 26 日（木）  『新会員卓話』 

長谷川 累偉 会員 

                                   ソング：日も星も風も 

 

菊田 等会員：濱中会員の本日の卓話楽しみにしております。久々の三越会場なつかしいです。 

得能宗洋会員：濱中さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

久保 隆会員：濱中さん卓話ご苦労様です。 

中嶋成実会員：久方ぶりの例会です。皆様お元気そうで嬉しいです。 

穴倉廸彌会員：三越での例会久しぶりです。 

安藤壽建会員：濱中さん宜しくお願いします。 

遠島芳然会員：28 日に長男が結婚します。 

池﨑 潤会員：濱中さん、本日はよろしくお願いいたします。 

吉田聡子会員：濱中さんの卓話、楽しみです！三越での例会も、久しぶりで嬉しいです！ 

西 智樹会員：濱中様、よろしくお願いいたします。 

岡出敏美会員：卓話楽しみにしています。 

ニコニコＢＯＸ 

20 日 (金) 札幌幌南 22日繰下げ移動例会 24 日 (火) 札幌清田 ゲストスピーチ (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
20 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 24 日 (火) 大通公園 定例休会
21 日 (土) 札幌手稲 乗馬観戦移動例会 25 日 (水) モーニング 地区研修・協議会報告 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

23 日 (月) 札幌南 草の根運動と日米関係 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 25 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ４ (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
23 日 (月) 札幌北 創立51周年記念夜間例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 25 日 (水) 真駒内 夜間例会 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
24 日 (火) 札幌西 健康経営について (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 25 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
24 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 26 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


