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『ガス自由化の概要』 

北海道電力㈱道央支社 販売グループ 佐藤 義剛様 

                  ソング：クラブ讃歌 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月26日(木) 晴れ 

●ソング／日も星も風も 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／なし 

●ビジター／札幌1名 

●5月26日出席率／ 

会員33名中欠席8名、規定除外者3名73.3% 

●5月12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／ガバナーエレクト事務所より、次年度の地区委

員が委嘱されましたので委嘱状をお渡しいたします。危機管

理委員会委員／渡邊葉子会員、広報・ＩＣＴ委員会委員／小

林秀樹会員、インターアクト委員会委員／海野均会員です。

小林会員と海野会員へは次回会場出席の際に委嘱状をお渡

しいたします。 

●幹事報告／持ち回り理事会を開催いたしましたのでご報

告いたします。１．八木健真会員が5/20(金)をもって退会さ

れることが承認されました。２．先ほど会長より委嘱状を贈

呈いたしましたが、次年度の地区委員について当クラブより

3 名を推薦することが承認されました。／5/22(日)に大通植

栽事業を開催いたしました。当クラブから15名、山の手高校

ボランティア部から15 名の総勢30 名で植栽を行いました。

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。次回、

6/9(木)の例会にて札幌市みどりの管理課担当部長の鈴木様

をお招きし、感謝状贈呈を行う予定です。／5/24（火）に第

8 回クラブ内勉強会を開催し、6 名が参加しましたので報告

いたします。RI第2510 地区職業奉仕委員長の玉井清治様を

講師にお呼びし、「職業奉仕について」をテーマに講話してい

ただきました。当日の動画を事務局にて保存していますので、

ご希望の方は事務局までお知らせください。次回は6/28（火）

の19時から開催予定です。講師は吉田聡子会員が担当し、テ

ーマは「青少年奉仕について」についてです。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。／本日18時30分よりホテル札幌ガー

デンパレスにて次年度アッセンブリーを開催いたします。／

次週、6/2(木)は理事会裁量により休会です。次回の例会は

6/9（木）です。また、例会終了後、定例理事会を開催いたし

ますので、理事役員の皆様は、ご出席をお願いいたします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額560,000円 達成額529,500円 達成率 94.5％ 

●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575,000円 達成率57.5％ 

●主要プログラム 

『新会員卓話』 長谷川 累偉 会員           

私はアールケイリンクス株式会

社の長谷川と申します。昨年、海野

様のご推薦で入会させていただき

ました。新入会員の卓話ということ

で、何を話せばよいのか、わかりか

ねて何度か事務局にも問い合わせ

をしましたところ気軽に話してくださいとのことで、自己

紹介と当社の紹介にさせて頂こうと思います。私は昭和55

年札幌生まれの札幌育ちでございます。幼いころは普通の

運動が好きな元気な男の子といった感じでしょうか？機

械いじりが好きで、壊れたラジオを分解したり、組み立て
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たりして遊んでいました。自分の兄が高校卒業後車の塗装

職人になった影響もあり、「職人」に憧れるようになりま

す。高校は工業高校に進学し、機械科で様々な技術を学び

ました。学業があまり好きではなかったため、高校卒業後

はとある工場に就職いたしました。商品を製造していくう

ちに、商品に対する愛情が生まれ自分が直接お客様に商品

を販売する立場になりたいと考え始めました。そこから、

私の営業人生が始まるのですが、自分の父も技術職から、

営業になるという道を辿っております。 

父は４０歳の時に独立し、会社を起業しております。私

は３６歳で起業しております。なんだかんだ人生も似てく

るものだと感じつつ今に至ります。 

私の会社の主力商材はリサイクルトナーの販売でござ

います。プリンターの消耗品であるトナーカートリッジの

使用済みを再利用して再度使っていただくという商品で

す。ＳＤＧｓが注目されている現在において、通常捨てら

れる物をリユースする、とても良い商品です。ペーパーレ

スに注目されてから、１０年以上になりますが、相変わら

ず進んでおりません。少しでも安く、環境にやさしくをテ

ーマにご案内を進めております。コロナの影響で不景気で

すからお客様からの要望は多くなっております。 

その他にも廃棄されるパソコンの再生事業も行っており

ます。パソコンサポート、修理、販売も行っております。

そのほかにもさまざまな商品商材を扱っておりますが、今

必要な「モノ、事」をお客様に提案できるようにスピード

感を持って、日々活動しております。 

私の会社では「人とのつながり」をとても大切にしてお

ります。会社設立する際にもこの「つながり」が私たちを

助けてくれました。企業する前からたくさんの励ましや、

サポート援助を頂いて現在があります。元々はそれほど大

きな環（わ）ではなかったのですが、起業して６年でどん

どん大きな環になっております。今後もより大きな環にな

るように、このつながりを大切に、感謝を忘れずにこれか

らも成長していけたらと考えております。ビジネスの基本

は「誰かのためになること」だと思っております。自分以

外の誰かに喜んでもらえるよう活動をしていきたいと思

います。 

ロータリークラブでの活動についても、できるだけ多く

参加して少しずつでも社会貢献できるよう取り組んでい

きたいと考えております。若輩者ではありますが、今後と

もよろしくお願いいたします。本日はご清聴ありがとうご

ざいました。 
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HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

次回プログラム    6 月 16 日（木） 『ガバナー補佐としての一年』 

RI 第 2510 地区 第 4グループ 久保 隆ガバナー補佐 

                                   ソング：四つのテスト 

 

菊田 等会員：長谷川会員の卓話本日宜しくお願いいたします。 

得能宗洋会員：長谷川さん、本日の卓話よろしくお願いします！ 

西岡憲廣会員：長谷川会員の話、楽しみにしてきました。 

久保 隆会員：長谷川様ご入会おめでとうございます。卓話楽しみです。 

渡邊葉子会員：大通植栽皆様お疲れ様でした。 

池上喜重子会員：本日よろしくお願いします。 

吉田聡子会員：長谷川さんの卓話、楽しみです！今日の夜、次年度アッセンブリーご出席の皆様よろしくお願い 

致します。 

池﨑 潤会員：長谷川会員の卓話楽しみです。 

長谷川累偉会員：本日はよろしくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ 

10 日 (金) 札幌幌南 五大奉仕委員長退任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 14 日 (火) 札幌清田 理事会裁量により休会

10 日 (金) ライラック 定例休会 14 日 (火) 大通公園 定例休会
11 日 (土) 札幌手稲 五大奉仕委員長、会計退任挨拶 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 15 日 (水) モーニング クラブ協議会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

13 日 (月) 札幌南 出会いは人生の宝物 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 15 日 (水) 札幌 北海道スピリッツ (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
13 日 (月) 札幌北 理事会裁量により休会 15 日 (水) 真駒内 理事会裁量により休会

14 日 (火) 札幌西 RYLA委員長卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 15 日 (水) 新札幌 理事会裁量により休会

14 日 (火) はまなす 会員卓話 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 16 日 (木) 札幌東 新会員卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


