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『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 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月9日(木) 晴れ 

●ソング／クラブ讃歌 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／なし 

●ビジター／札幌1名 

●6月9日出席率／ 

会員35名中欠席8名、規定除外者3名84.8% 

●5月19日確定出席率／ 

会員34名中欠席5名、規定除外者3名100% 

●感謝状贈呈式／札幌市

建設局みどりの推進部み

どりの管理課 管理担当

部長 鈴木浩二様より、

5/22(日)に開催された大

通公園植栽事業の感謝状

を拝受いたしました。 

●入会式／本日入会さ

れる2名の入会式を行いました。 

2名ともスポンサーは得能会員です。会長よりロータリー

バッジ等が送られ、2名よりご挨拶がありました。 

・光岡 富士夫さん 

（みつおか ふじお） 

㈱ソニックジャパン 

札幌支社 相談役 

職業分類：保険代理-生命- 

・石垣 尚之 さん 

（いしがき たかゆき） 

虎ノ門法律経済事務所 支店長 

職業分類：弁護士 

 
●会長報告／ロータリー米山記念奨学会より、感謝状が届き

ましたのでお渡しいたします。寄付額 10 万円ごとに感謝状

が贈られます。第1回米山功労者：久保隆会員、第2回マル

チプル米山功労者：池上喜重子会員、第３回マルチプル米山

功労者：馬杉榮一会員です。今回ご欠席の馬杉会員へは次回

会場出席の際にお渡いたします。／前回ご欠席の為お渡しで

きていませんでしたので、海野均会員へ次年度の地区インタ

ーアクト委員会委員の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．佐藤洋信会員が6月末日をもって退会さ

れることが承認されました。／本日例会終了後、定例理事会

を開催いたします。理事・役員の皆様はご出席お願いします。

／5/26(木)にホテル札幌ガーデンパレスにて次年度アッセ

ンブリーを開催しましたので報告いたします。ご出席いただ

いた次年度理事・役員の皆様ありがとうございました。なお、

今年度の活動報告書と次年度の活動計画書は 6/16(木)まで

に事務局までご提出いただきますようお願いいたします。／

今月のロータリーレートは、127円です。（前月130円） 

●委員会報告／松下徳良プロジェクト奉仕委員長 

45 周年事業として作成しました勇者の会のオリジナル抗菌

マスクが完成しましたので本日皆様に配布いたしました。支

出に関しましては、勇者の会支援金より支出しております。 

●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593,000円 達成率59.3％ 

 

Vol.XLIII  No.２０９４ 

第２０９４回 例会 

2022 年6 月16 日（木） 

 

第２０９３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  濱中 宜樹 会員（６月２２日） 

家族感謝の日  関  欣昌 会員（６月１８日） 

         松下 徳良 会員（６月２０日） 

         濱中 宜樹 会員（６月２２日） 

創 業 記 念 日  葛西 純一 会員（平成２６年６月１７日）㈱一訓 

         西  智樹 会員（昭和３７年６月２８日）㈱パスカル・プリンティング 

入 会 記 念 日  な し 



●主要プログラム 

『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             

ガス自由化とは、2017年4月

に独占市場であった「ガス販売」

への企業の参入が自由化となり、

消費者が自分でガス会社を選べ

るようになった制度です。具体

的には、「ご家庭向けの都市ガス

の自由化」が対象となります。 

これまでは、特定の都市ガス会社が、それぞれの地域に

おいて独占的にガスを供給してきたため、消費者は必然的

に地域のガス会社を選ぶこととなり、提供される料金メニ

ューにより契約するものでした。 

しかし、国は消費者のご負担を軽減する目的から、改革

に着手したものです。国の狙いは大きく分けて 4 つあり、

①天然ガスの安定供給の確保。②ガス料金の最大限抑制。

③利用メニューの多様化と事業機会の拡大。④天然ガスの

利用方法の拡大となります。 

では、ガス自由化による消費者のメリットはというと、

自由にガス会社やメニューを選ぶことが可能となり、料金

低減に繋がるのが最大のメリットとして挙げられます。 

また、企業間の適切な競争が始まり、自社を選んでもら

うための企業努力の取り組みが展開されます。料金の安さ

だけではなく、ポイントやサービス等、付加価値サービス

も充実されるようになります。 

一方で、都市ガスの供給区域が大都市部に集中している

ことから、恩恵を受けられる消費者は限定的となるととも

に、自己選択の観点から自己責任の範疇が拡大されます。 

最後に、電力自由化でも同様ですが、消費者は更なる利

便性の向上を期待しますので、我々事業者は、消費者のニ

ーズを着実に捉え、創意工夫によって料金・サービスの向

上に取り組みする必要があります。 

当社は、「総合エネルギー企業」として、北海道の皆さま

が必要とするエネルギーの多様なニーズに応え、電気・ガ

ス等のエネルギー供給を通じてお客さまの信頼を獲得し、

地域とともに持続的な成長を目指す所存です。 

何卒、よろしくお願いいたします。 

  

例会場：札幌三越４Ｆライラック 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 

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         6 月 30 日（木）18：30～  

『夜間移動例会～理事・役員退任挨拶～』  クラブ奉仕委員会 

                                   ソング：我等の生業 

 

菊田 等会員：本日の卓話、北電佐藤様、宜しくお願いいたします。 

得能宗洋会員：佐藤様、本日の卓話よろしくお願いします。 

光岡さん、石垣さん、ようこそ札幌西北ロータリークラブへ 

西岡憲廣会員：新会員をお迎えして。 

久保 隆会員：佐藤様の卓話楽しみです。 

中嶋成実会員：皆様、お元気でしょうか。 

海野 均会員：北電佐藤様、本日卓話よろしくお願いいたします。 

遠島芳然会員：卓話よろしくお願いいたします。 

吉田聡子会員：佐藤様の卓話、楽しみです。よろしくお願いいたします。 

岡出敏美会員：卓話楽しみです。 

ニコニコＢＯＸ 

17 日 (金) 札幌幌南 会長・幹事退任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 21 日 (火) 札幌清田 クラブフォーラム (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
17 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 21 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
18 日 (土) 札幌手稲 退任挨拶 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 23 日 (水) モーニング 創立34周年記念祝賀会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

20 日 (月) 札幌南 夜間例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 23 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ(5) (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
20 日 (月) 札幌北 第4回クラブ協議会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 23 日 (水) 真駒内 新旧委員会引継ぎ・退任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
21 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 23 日 (水) 新札幌 創立38周年記念例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
21 日 (火) はまなす 役員・理事・各委員長退任挨拶 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 24 日 (木) 札幌東 札幌パークホテル総支配人卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


