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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 
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12月15日(木) 雪 

●ソング／奉仕の理想 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●12月15日出席率／ 

会員33名中欠席5名、規定除外者4名82.8% 

●12月1日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者1名100% 

●会長報告／第1回ファイヤーサイド・ミーティングについ

て12/5(月)開催の第1班望月会員より報告がありました。 

●幹事報告／2/5（日）にオンラインにて開催されます第4回

ＲＬＩセミナーパートⅢのご案内が届きました。パートⅠ及

びパートⅡ修了者の皆様にはご案内をお送りしていますの

で、登録をご希望の方は事務局までお知らせください。／本

日例会終了後、１月定例理事会を繰上開催いたします。理事・

役員の皆様は、ご出席お願いします。／ＳＡＡ委員会にて 1

月より座席をテーブルごと振り分ける事になりました。1 月

からはご自分のお名前があるテーブルにご着席ください。座

席表はブレストＢＯＸに掲示いたします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円  達成額 278,000円 達成率  52.65％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円  達成額 275,358円 達成率  40.90％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額437,000円 達成率  43.70％ 

●主要プログラム 

『年男の今年の振り返り』～寅年の皆様～ 

久保 隆 会員 

１月初めの例会で、スターバックスの話をさせていただき

ました。健康でいられるようにと、今も毎日朝8：30に家を

出て動き始めます。スターバックスに出勤です。毎日のよう

に同じ時間に、隣に座っている女性

がおりまして、コーヒーを飲んでい

るんです。15 分程経って帰ってい

くのですが、なぜ、同じ時間に隣同

士になるのか、気になって確認のた

め聞いてみました。その女性は旦那

さんを送り出した後、運動のために

散歩して、途中スタバでコーヒーを飲んで、遠回りして帰る

んですと言っていました。という訳で、私と同じように運動

のためにスタバを利用していることが判明しました。最近の

スタバは、少しずつ変化しています。4つあります。ご紹介し

ます。一つめですが、混んでいますので、座席確保のための

フダが置いてあります。プラスチックのリザーブと書かれて

いるフダです。このフダをテーブルに置いてから注文してく

ださい。ということです。ごく最近は、席に座ってから、スマ

ホで注文して、出来上がったらカウンターまで取りにいくか、

持ってきてもらうかになります。これをモバイルオーダー＆

ペイと言いまして、テーブルの上に置いてある案内のQR コ

ードから入ることになります。二つめは、指定場所（自宅、会

社等）まで届けるサービスがあります。ウーバーイーツ、ウ

ォルトが届けています。ウーバーは、昨今は荷物の配達や、

レストランのフードデリバリーにまで広げていますよね。ス

タバでは一回あたり450円と言っていましたが、届けられる

地域の範囲に条件があり、その店舗の近くと決まっています

ので、注文の際、届け先の住所を伝えたとき確認されるはず

です。三つめは、多めに注文したい時、12杯分位入っている

コーヒーパックですが、1 パック 3,100 円です。引き取り時

間を言っておくとその時間に合わせて用意してありますので、

引き取りにいくことになります。牛乳パックと似ていまして

簡易な蛇口が付いています。コーヒートラベラーと言ってい

ます。オフィスでのミーティングにはいいかもしれません。
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第２１１２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  横山 哲也 会員（１月１９日） 

                                                                                                                                                                                              海野  均 会員（１月２３日）                                                                                                                                                                                                                                                                                  

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 



近くにスタバがあると良いのですが、問題は、引き取る手間

を考えると少々大変かな・・・と思います。四つめはクリスマ

スまでの期間限定(11/1～12/25)ですが、Be a santa Donation

（寄贈、寄付）と言いまして、スタバで売られている食品の

廃棄を減らすため、子供食堂支援センターむすびえというと

ころに寄付しているそうです。 

今年を振り返ってですが、先月の始め頃から、体重が増え

始めてきました。声も同時に出るようになり、復調してきた

感じがします。来年も、現在の体調を維持することを目標に

したいと思っております。ありがとうございました。 

小川 眞治 会員 ～厄年「この1年を振り返り」～ 

生活の質を高める（クオリティーオブ・ライフ）。瞬きする

間に現在が過去になる。今年も、コロナ禍に悩まされ期待さ

れた緒行事が延期、中止になりました。国際大会アメリカテ

キサス州ヒユーストン（6 月 5 日）登録いたしました。不安

な旅程にやむなく中止いたしたのが、

悔やまれました。2 月は近年にない

豪雪で困惑させられて、昔使用した、

積雪排除具など使用させられました。 

5 月6 日福岡にて、日台ロータリー

友好親睦会フォーラムに参加。当ク

ラブも新年家族会を初め親睦会が中

止になりました。来春（１月）新年家族会の案内が届き安堵

しております。個人的には海外の旅行ができないので、誕生

会・結婚記念日などに関西・九州・沖縄など観光旅行をして

まいりました。ロータリー会員として奉仕活動は心して参加

いたしたいと考えます。生涯現役を目指し皆勤参加を試して

おります。 

 ご縁を大切に・relation 出会い・have a relationを大切に

精進してまいりたいと考えます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

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 26日（木） 『年男・年女の新年の抱負』     

卯年の皆様～渡邊 葉子会員、菊田 等会員 

                                        ソング：我等の生業 

 

得能宗洋会員：年男卓話、小川さん、久保さん宜しくお願いします。 

吉田聡子会員：今年も一年ありがとうございました！年男の皆様のお話楽しみです！ 

西岡憲廣会員：1 年間お疲れ様でした。良いお年を！来年もよろしくお願いいたします。 

小川眞治会員：7 回目の年男です。この 1 年ありがとうございます。本日卓話させていただきます。 

久保 隆会員：年男、今年の振り返りよろしくお願いします。 

池上喜重子会員：年男の卓話、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

穴倉廸彌会員：今年も大変お世話になりました。 

中嶋成実会員：体調の関係により、退会することになりました。今までありがとうございました。 

新谷喜信会員：得能会長、吉田幹事、半年間お疲れ様でした。前週、新谷商店のパンフを配らせていただき 

ましたが、会員の多くの方から注文をいただきました。ありがとうございました。 

安藤壽建会員：入会 33 年となり、皆さんに感謝しています。今後ともよろしく。 

遠島芳然会員：小川さん、久保さん卓話楽しみです。 

西 智樹会員：皆様、今年 1 年ありがとうございました。 

岡出敏美会員：年男様の卓話楽しみです。 

葛西純一会員：本日、年男の皆様の卓話楽しみです。 

関 欣昌会員：年男の振り返り、楽しみです。 

安酸敏眞会員：本日の卓話楽しみにしています。 

ニコニコＢＯＸ 

20 日 (金) 札幌幌南 ゲスト卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 24 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
20 日 (金) ライラック 定例休会 24 日 (火) 大通公園 定例休会
21 日 (土) 札幌手稲 会員卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 25 日 (水) モーニング 夜間移動例会
23 日 (月) 札幌南 ゲスト卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 25 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
23 日 (月) 札幌北 職業奉仕委員会担当例会 (ロイトン札幌) 25 日 (水) 真駒内 年男の弁 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
23 日 (月) ひまわり衛星 定例休会 25 日 (水) 新札幌 職業奉仕月間に因んで (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
24 日 (火) 札幌西 ゲスト卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 26 日 (木) 札幌東 職業奉仕について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
24 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

市内他クラブのプログラム


