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『自己紹介』 

                   光岡 富士夫 会員 

             ソング：それでこそロータリー 
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8月18日(木) 晴れ 

●ソング／日も風も星も 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●8月18日出席率／ 

会員33名中欠席8名、規定除外者4名72.4% 

●8月4日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者2名100% 

●会長報告／なし 

●幹事報告／前回の例会終了後に、定例理事会を開催いた

しましたので、ご報告いたします。詳細は、お送りした議

事録をご参照ください。１．年間プログラムについて各テ

ーブルに配布のとおり承認されました。２．米山記念奨学

会の普通寄付金について、前年度と同様に上期 2,500円、

下期 2,500 円の年額 5,000 円を会費から支出し寄付する

ことが承認されました。３．7月定例理事会にて8月より

メークアップ制度を再開することが承認されましたが、新

型コロナウイルスの感染状況が悪化しているため延長す

ることが承認されました。再開は感染状況を鑑みながら再

検討いたします。４．9月開催の奉仕活動のメークアップ

対象活動について、9/4 開催のクリーンアップ石狩浜と

9/10開催のスポGOMI大会を対象とすることが承認されま

した。５．スポ GOMI大会にて札幌西北ロータリー賞とし

てお米3kgを協賛することが承認されました。６．国際奉

仕地区補助金事業申請について、10 万円を申請すること

が承認されました。７．10/15・16に開催されます地区大

会について、今年度当クラブはコ・ホストクラブを担当す

るため、ｵﾝﾗｲﾝ参加の全員登録をすることが承認されまし

た。希望する会員は本会議及びユースフォーラムへの参加

も可能です。登録料につきましては、下期会費請求書にて

ご請求いたします。８．遠島芳然会員の出席規定免除につ

いて、ロータリー歴と年齢が８５年に達しましたので規定

に則り承認されました。／地区財団委員会より、ポール・

ハリス・ソサエティ会員の皆様と入会にご関心をお持ちの

方へ認証式、懇親会、午餐会のご案内がありました。

10/2(日)13：30 よりロイトン札幌にて開催されます。登

録料はポリオプラス寄付 1,500円を含む 12,000円です。

参加をご希望の方は 9/16(金)までに事務局までお知らせ

ください。詳細はメールとFAXにてご案内しておりますの

で、ご確認いただきますようお願いいたします。 

●委員会報告／海野均プロジェクト奉仕委員長 

勇者の会が 8/10付で札幌市より NPO法人に認証されまし

た。代表の阿部様より、これからは日本で初のプロジェク

ションマッピング体感型ファミリーハウス設立に向けて、

スタッフ一同これまで以上に努力していく所存でござい

ますので、今後ともよろしくお願いします。と仰っていま

した。設立後のこれからが大変かと思いますので、皆様こ

れからもご協力をお願いいたします。 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 10,000円 達成率   1.89％ 
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創立1977年4月21日 

会長 得能 宗洋 幹事 吉田 聡子 

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  西  智樹 会員（８月２５日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 



●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円 達成額 50,000円 達成率   7.49％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額109,000円 達成率 10.9％ 

●主要プログラム 

『自己紹介とロータリー一年目の抱負について』  

石垣 尚之 会員 

１ 自己紹介について 

⑴私は、１９８１年７月８日生まれ

秋田県大館市出身です。大館市は秋

田県北部にある市で忠犬ハチ公の

出身地でもあります。私は高校卒業

まで、大館市で過ごし、小学校から高校まで剣道部に在籍

していました。 

⑵高校卒業後は地元のデパートに就職をしました。その後

上京して４年ほどして一年発起で大学に進学しました。大

学は日本大学の夜間に進学をしました。大学でも剣道部に

在籍しました、当時は年齢が離れた同期や年上の先輩に揉

まれることで少し立場の違う人とも柔軟にコミュニケー

ションをとる能力が付いたと思います。 

⑶大学卒業とともに青山学院法科大学院へ進学し，法曹を

目指しました。当時の私は、弁護士過疎地域の公設事務所

の活動に興味があり、法テラスやひまわり基金法律事務所

等でインターンを行いました。 

⑷司法試験合格後は、ミャンマー連邦共和国のヤンゴンに

ある SAGA 国際法律事務所に入所して日本人弁護士として

活動をしました。その後現在の虎ノ門法律経済事務所の本

店に勤務し、前札幌支店長の退所に伴い支店長を引き継ぐ

ため今年の１月より札幌で執務をしております。 

２ ロータリー１年目の抱負について 

⑴ロータリー入会の際に配布されたロータリー入門書で

は、ロータリークラブは、親睦の中から奉仕の理想を生み

出す集団としており、奉仕の実践はまず、職業を通じて行

うべきものとしております。 

⑵私は、弁護士であり、日々の業務の中で依頼者の利益を

実現するという形で奉仕を実践しやすい職業といえます。

もちろん日々の業務のなかでも奉仕の理想を意識するこ

とは目指すところですが、職業奉仕事例集をみると弁護士

は法教育の実施を行い奉仕活動としていることが多いよ

うです。 

⑶そこで、私は自身が監事を行っている教育系の一般社団

法人において，子供たち及びご家族向けのセミナーを行う

ことで、職業奉仕を実践することをロータリアンとしての

今年の目標としたいと思います。 

 

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／◎久保 隆、○安藤 壽建、山本 耕司 

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    9月 1日（木）   『ロータリー情報卓話』 

                              西岡憲廣ロータリー情報委員長 

                                       ソング：クラブ会歌 

 

得能宗洋会員：石垣さん、本日卓話よろしくお願いします！ 

吉田聡子会員：石垣さんの卓話、楽しみです！よろしくお願いします。 

池上喜重子会員：石垣さんのお仲間入りうれしいです。 

中嶋成実会員：家族感謝の日、お花ありがとうございます。何でこの日になったのか忘れました。 

海野 均会員：石垣さん卓話楽しみにしております。 

遠島芳然会員：やっとお盆が終わりました。 

関 欣昌会員：石垣さんの卓話、楽しみです。 

葛西純一会員：石垣会員の卓話楽しみにしております。 

ニコニコＢＯＸ 

26 日 (金) 札幌幌南 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 30 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)
26 日 (金) ライラック 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 30 日 (火) 大通公園 定例休会
27 日 (土) 札幌手稲 広報プログラム (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 31 日 (水) モーニング 夜間移動例会
29 日 (月) 札幌南 冬季オリンピックの招致について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 31 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ（２） (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
29 日 (月) 札幌北 青少年奉仕・会員増強委員会担当例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 31 日 (水) 真駒内 通常例会 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
30 日 (火) 札幌西 フードバンクの紹介 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 31 日 (水) 新札幌 クラブ・フォーラム～会員増強について～ (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
30 日 (火) はまなす 夜間移動例会 1 日 (木) 札幌東 札幌商工会議所SDGs経営表彰について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


