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1月26日(木) 雪 

●ソング／我等の生業 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●1月26日出席率／   

会員32名中欠席5名、規定除外者3名82.8% 

●12月15日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者4名100% 

●会長報告／3/10に第4グループ・第5グループ合同ＩＭが

開催されます。今年のテーマは「あなたにとってロータリー

とは」です。当クラブからは11名の出席を予定しています。

ご案内をお送りしますので、ご回答をお願いいたします。／

4/22・23に地区新入会員セミナーがユンニの湯に宿泊し、由

仁町文化交流館で開催されます。当クラブからは石垣会員と

濱中会員、長谷川会員が参加予定です。詳細なご案内が届き

ましたら改めてお知らせいたします。／5/12～14に地区RYLA

セミナーが開催されます。 

●幹事報告／12 月最終例会終了後に１月繰上理事会を開催

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、議事録に

添付のとおり承認されました。２．下期会費について承認さ

れました。全員登録となっている地区大会登録料と認可祝賀

会の会費も併せて請求していますのでご確認いただきます

ようお願いいたします。３．１月以降のメーキャップ制度つ

いては前月同様コロナ渦の対応を継続することが承認され

ました。４．中嶋成実会員が体調の関係により、12月末日を

もって退会されることが承認されました。／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。中嶋成実会員よ

り、12月退会のため家族会費の返金依頼がありましたのでご

返金することが承認されました。／1/24(火)18時 30分より

第1回未来ビジョン委員会を開催いたしましたのでご報告い

たします。参加者は得能会長、吉田幹事、菊田直前会長、西

会長エレクト、葛西副幹事、久保会員増強委員長の6名で行

いました。／前回例会でのお知らせしましたが、1/29(日)9時

より手稲区体育館にて第 41 回ロータリー杯争奪西区・手稲

区中学校スポーツ大会が開催されます。以前よりお伝えして

いました通り今回が最後の大会となります。当日は得能会長

が閉会式で大会講評を行う予定です。ぜひとも大会にご来賓

としてご臨席いただければと思います。／昨年5月をもって

創立50年を迎えた札幌北ロータリークラブより50年史をお

送りいただきました。／ロータリー財団より、確定申告用の

領収証が届きましたので配布いたしました。再発行はできま

せんので、申告まで紛失されないようにご注意くださいます

ようお願いいたします。／次回例会終了後、定例理事会を開

催いたします。理事、役員の皆様はご出席をお願い致します。 

●委員会報告／海野均奉仕プロジェクト委員長 

(代理：得能会長)2/15は国際小児がんデーです。2/13・14・

15 に勇者の会の皆様がイオンモール札幌発寒店でチラシの

配布とレモネードを販売するイベントを開催されます。お時

間のある方はお手伝いをお願いいたします。 

●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 412,000円 達成率  61.20％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額511,000円 達成率  51.10％ 

●主要プログラム 

『年男・年女の新年の抱負』～卯年の皆様～ 

菊田 等 会員 

新年明けましておめでとうご

ざいます。今年の干支が兎年と

いうことで年男なんですね。私

が入会したのが２０１１年の兎

年でしたから丁度一回りしたこ

とになります。今年の抱負を語

るとするなら、年齢とともに下

がりつつある仕事に対するモチベーションを何とか維持する
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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  葛西 純一 会員（２月４日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  渡邊 葉子 会員（平成９年２月６日） 



ように頑張ろう、そしてスタッフの皆を海外旅行に連れて行

こう、そして社員、家族が幸せを感じられるようなそういう

社会を目指そうという壮大な抱負を抱いております（笑） 

ここで、最近入会された会員の皆様には私が何者なのか分

からずに接していらっしゃる方が多数いると思いますので改

めて自己紹介をいたしたいと存じます。先ほども言いました

が入会歴は１２年になります。当社は、有料職業紹介事業、

労働者派遣事業、登録支援機関、申請等取次者資格を運営し

ている会社です。開設は 2002 年 8 月で当初は医療系人材会

社として始めましたが、現在は主に海外人材を紹介、派遣し

ております。扱い国としましては、ベトナム、フィリピン、ネ

パールが主な国で当社スタッフも各国の人材が在籍しており

ます。海外人材のビザとしては、技能ビザ、特定技能ビザ、配

偶者ビザ、留学ビザ等があり、就労状況は特定技能者81 名、

派遣スタッフ95名が道内各地で生活をしております。全て海

外人材です。その他に日本人の派遣スタッフが18名在籍して

おります。主な就労先としましては、医療機関、食品製造、プ

ラスチック加工、宿泊、農業があります。当社の人材ビジネ

スが世相を色濃く反映している仕事内容だと感じることがし

ばしばあります。介護職が３０万人足りない。農業の担い手

がいない。さあインバウンドなのにホテルに人材が戻らない。

巣ごもりで冷凍食品が売れているけど人材は？日本人は何処

に行ってしまったのでしょうか。募集しても応募がない。特

に地方は最悪です。現在すでにそうですが、きつい、汚い、危

険な職業は全て海外の人材にとって代わろうとしてます。日

本の将来は海外人材なしでは考えられない時代が来るのも遠

いことではなさそうです。 

渡邊 葉子 会員 

２０２３年「癸兎」は、恵みと飛

躍の年です。飛び跳ねるウサギから

そのように言われているかと思い

ます。新型コロナは世界中で、これ

迄の日常生活・価値観を大きく変え

ました。世界中に広まる速さに、い

かに地球が狭くこの中でしか生きられない人間の非力さを痛

感致しました。昨年は、元気だけが取り柄だと思っておりま

した私にも大きな変化がありました。左目が、黄斑円孔であ

ることが判明し、９月に手術。経過思わしくなく、１１月に

再手術を行いました。現在経過観察中ですが、完全に元に戻

ることはないような気がしております。「老化」を初めて感じ、

年を重ねることを少し理解できたような気がいたします。 

昨年度までの、RLI 委員長を降り今期は DL（ディスカッ

ションリーダー）を行っておりましたが、パートⅠセミナー

以降は参加できず皆様にご迷惑をお掛け致しております。先

が見え始めた人生、身体も大切にしながら、周りにご迷惑を

かけずに出来る範囲のことを粛々と行いたいと思います。ロ

ータリーの先輩との交流の中から、沢山の事をお教えいただ

きましたので、心身を鍛えながら納得のできる人生にして行

く、第一歩が本年。新たな気持ちで日々の充実を図りたいと

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       2月 16日（木） 『デザインで人生を楽しく！』     

伊藤千織デザイン事務所 代表 伊藤 千織様 

                                      ソング：手に手つないで 

 

得能宗洋会員：渡邊さん、菊田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：今年初の三越例会！菊田さん、渡邊さんの卓話よろしくお願いします。 
西岡憲廣会員：年男・年女のお話楽しみにしてきました 
小川眞治会員：卯年の卓話、渡邊会員、菊田会員期待しております。 
久保 隆会員：本人の誕生日祝。 
池上喜重子会員：渡邊さん、菊田さんの卓話楽しみです。 
渡邊葉子会員：卓話させていただきます。よろしく！ 
菊田 等会員：改めまして新年あけましておめでとうございます。 

本日の年男の卓話よろしくお願い致します。 
遠島芳然会員：卓話楽しみです。 
西 智樹会員：本日も、よろしくお願いします。 
岡出敏美会員：年男・年女様の卓話楽しみです。 
安酸敏眞会員：渡邊さん、菊田さん本日の卓話よろしくお願いします。 

ニコニコＢＯＸ 

3 日 (金) 札幌幌南 年男・年女の弁② (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 7 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

3 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 7 日 (火) 大通公園 法定休日週の為、休会

4 日 (土) 札幌手稲 会員増強プログラム (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 8 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

6 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 8 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

6 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 8 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

6 日 (月) ひまわり衛星 クラブの今年度の活動について (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 8 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

7 日 (火) 札幌西 法定休日週の為、休会 9 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

7 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


