
札幌西北ロータリークラブ 
 

『年男の今年の振り返り』 

        寅年の皆様～久保 隆会員、小川 眞治会員 

                   ソング: 奉仕の理想 

 

ソ 

ソ

ング：君が代・クラブ会歌 

寅年を振り返って／武田会員・小川会員・久保会員・大滝会員 

  インフォーマル・ミーティング報告／ロータリー情報委員会  ソン

グ：我等の生業 

             ソング： 奉仕の理想 

 

                   

                                   

ソング：日も風も星も 
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12月8日(木) 晴れ 

●ソング／なし 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●12月8日出席率／ 

会員33名中欠席7名、規定除外者3名76.7% 

●11月17日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者3名100% 

●会長報告／先週ご欠席されていた小林秀樹会員宛に地区

RLI委員会より、「RLIセミナーパートⅡ 」の修了証が届いて

おりますのでお渡し致します。／12/5を持ちまして、第1回

ファイヤーサイド・ミーティングが全グループ終了いたしま

した。 

●幹事報告／前回の例会終了後に、定例理事会を開催いたし

ましたのでご報告致します。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。3/10(金)に合同IM、3/28(火)に

札幌西 RC、札幌手稲 RCとの 3クラブ合同例会を開催予定で

す。２．1 月定例理事会につきまして、同日に新年家族会開

催のため12/15の年内最終例会に繰上げて開催することに決

定致しました。３．札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブ

認可祝賀会の決算書につきましては議事録に添付の通り承

認されました。ご祝儀の 19 万円は活動資金として衛星クラ

ブに贈呈することに決定致しました。４．札幌西北ひまわり

ロータリー衛星クラブの会員名簿につきまして、今年度は西

北 RC 会員名簿の後方に衛星クラブの会員名簿を別冊として

作成することに決定致しました。海野会員の会社である㈱ア

ルファビジネス様に発注予定です。次年度以降は西北クラブ

と同じ冊子の中に顔写真付きで掲載する予定となっており

ます。／来年1/19(木)18:30より開催いたします新年家族会

のご案内 

を先日お送り致しました。ご家族や入会推薦者の皆様をお誘

いのうえ、ご参加いただきますようお願い致します。 

回答期日は12/16(金)ですのでよろしくお願い致します。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円  達成額 246,000円 達成率  46.59％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円  達成額 234,922円 達成率  34.90％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額405,000円 達成率  40.05％ 

●主要プログラム 

『職業奉仕とは何か』 

奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕委員 横山哲也会員 

職業奉仕を理解するためには「ロ

ータリー運動は倫理運動である」こ

とを理解する必要があります。また

「ロータリーのロータリーたる所

以は、職業奉仕の実践にあり」とも

言われています。このように言うと

職業奉仕は難解で難しいと言われ

ます。確かに理解に苦しむところです。「倫理」とは「人が正

しく進む道」であり、人を泣かせるような行為をしてはいけ

ない、人を欺いてもいけない、非人道的、非社会的行為をし

てはいけない、世のために尽くしなさい、というのが倫理の

教えです。そこで、本日出席されている先輩方には必要ない

のかもしれませんが、復習の意味も込めて、職業奉仕を理解

するうえで何が難解であるのかを三つの問題点としてまとめ

ました。この三つの問題点さえ理解できれば、職業奉仕の基

礎的なところは何となく理解できるのではないかと思います。 

１．職業奉仕と社会奉仕をどのように区別するのか 

奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の人々や地域社

会の場合は「社会奉仕」奉仕活動によって、受益者が自分自

身の場合は「職業奉仕」 

２．職業奉仕という言葉の問題 

「職業」とは自分のためのもの、「奉仕」とは人のためのもの
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第２１１１回  例会報告 

  

2022～2023年度 ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長 Ｉｍａｇｉｎｅ Ｒｏｔａｒｙ 

                           

 

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  岡出 敏美 会員（ １月 ９日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

家族感謝の日  穴倉 廸彌 会員（ １月 ９日） 

創 業 記 念 日  石垣 尚之 会員（平成２２年１月 ６日）虎ノ門法律経済事務所                       

入 会 記 念 日  安藤 壽建 会員（平成 ３年１月１０日） 



３．職業奉仕の実践 

例会に出席し卓話を聞くこと 

また、問題点ではありませんが、ロータリーの基本理念と

して、「ロータリーの目的（４項目）」や「四つのテスト」はと

ても重要な言葉です。中でも「四つのテスト」は非常に簡潔

で明快な言葉で言い表されており、特に私が説明するまでも

ありませんが、皆様方が社会生活の中で何かをされる際には、

常に「四つのテスト」を頭のど真ん中に置いて、考えながら

実践していただければ良いのかなと思います。 

 ロータリーの職業奉仕は、ロータリアンの奉仕の心を職業

奉仕に実践するものですから、当然のことながら、それはロ

ータリアン一人ひとりの「個人奉仕」です。従ってロータリ

ークラブには職業奉仕の実践機能はありませんが、現代社会

において、職業倫理がこれほど強く叫ばれている時代はあり

ません。その職業倫理を提唱し実践するのがロータリークラ

ブであり我々ロータリアンなのです。ロータリアンは自覚を

もって職業倫理を実践しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1月 19日（木）18：30～ 『夜間移動例会～新年家族会～』      

クラブ奉仕委員会 

                                      ソング：手に手つないで 

 

得能宗洋会員：横山さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

吉田聡子会員：横山さんの卓話、楽しみです。よろしくお願いします！ 

海野 均会員：横山さん職業奉仕卓話楽しみにしております。 

小林秀樹会員：開戦記念日ですね。会長お誕生日おめでとう！！ 

遠島芳然会員：本人の誕生日祝。 

西 智樹会員：横山会員、卓話楽しみです。 

葛西純一会員：横山会員の卓話楽しみです。 

石垣尚之会員：横山会員の卓話楽しみです。 

ニコニコＢＯＸ 

16 日 (金) 札幌幌南 イニシエーションスピーチ (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 20 日 (火) 札幌清田 年末親睦会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
16 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 20 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
17 日 (土) 札幌手稲 夜間移動例会「クリスマス会」 21 日 (水) モーニング 会員卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

19 日 (月) 札幌南 会員卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 21 日 (水) 札幌 ２０２２年を鑑みて～今年の10大ニュース～ (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
19 日 (月) 札幌北 年末親睦家族会 21 日 (水) 真駒内 夜間例会～年忘れパーティ～

20 日 (火) 札幌西 高齢者職のセーフティネットを築くクックデリ (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 21 日 (水) 新札幌 年末親睦家族会
20 日 (火) はまなす 理事会裁量により休会 22 日 (木) 札幌東 理事会裁量により休会

市内他クラブのプログラム

第１回 ファイヤーサイド・ミーティング開催 

 

 
12月 5日 第１班 

@ 海鮮酒蔵二三一 
 

12月 5日 第４班 

@ 炙屋 札幌駅南口店 
 

12月２日 第５班 

@ 三川屋会館 


