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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 
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2月16日(木) 晴れ 

●ソング／手に手つないで 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●2月16日出席率／   

会員32名中欠席4名、規定除外者3名86.2% 

●1月26日確定出席率／ 

会員32名中欠席0名、規定除外者3名100% 

●会長報告／今年度の親睦ゴルフ

大会の表彰を行います。優勝は岡

出敏美会員です。優勝金をお渡し

いたします。 

●幹事報告／前回例会終了後に 2

月定例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確認くださ

い。１．年間プログラムについてと会計中間報告については、

議事録に添付の通り承認されました。２．１/24 に開催しま

した第1回未来ビジョン委員会の議事録を添付しております

のでご確認ください。前回同様、次回の委員会もファイヤー

サイドミーティングのご意見を参考に開催する予定です。３．

札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブ会員の当クラブ例

会へのメーキャップ参加費について、衛星クラブの例会運営

を参考にすたるためのメーキャップであり、今年度の参加費

は 1,000円とすることが承認されました。４．2月以降のメ

ーキャップ制度ついては前月同様の対応を継続することが

承認されました。５．3 クラブ合同例会について、札幌西ク

ラブより詳細が届きましたので添付しております。後日改め

てご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。６．コ

ーヒーサーバーの運用について、サーバーを得能会長と西会

員より寄贈いただきました。準備が整い次第１杯100円で例

会時にセルフサービスでコーヒーサーバーの利用を開始い

たします。管理は次年度の会長・幹事が行うことが承認され

ました。／2/5(日)にZOOMにてRLIセミナーパートⅢが開催

され、当クラブより小林会員と葛西会員が受講されました。

／3/10(金)開催の合同ＩＭの登録申し込みを締め切りまし

た。当クラブからは登録のみが1名、会場参加が10名、ひま

わり衛星クラブから 3 名の合計 13 名が参加いたします。ご

参加予定の皆様はよろしくお願いいたします。／石丸ガバナ

ーご承認のもと、札幌市内の会員が世話人となり親睦囲碁会

が3/26（日）に開催されます。当クラブの冨岡会員も世話人

の一人として参加されています。ご案内をメールとFAXにて

お送りしていますので、ご興味のある方は事務局までお知ら

せください。／5/20(土)に東京で開催される第 21 回ロータ

リー全国囲碁大会のご案内が届きました。こちらもメールと

FAX にてご案内をお送りしていますので、ご興味のある方は

事務局までお知らせください。／1/29(日)に終了いたしまし

た第 41 回ロータリー杯争奪西区・手稲区中学校スポーツ協

会の報告書が届きました。／次週、2/23(木)は天皇誕生日の

為、国民の休日により休会です。次回の例会は 3/2(木)とな

りますのでお間違えの無いようにお願いいたします。また、

次週例会終了後、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／小林秀樹地区ＩＣＴ委員会委員／RI 第 2510

地区の HP がリニューアルされました。地区ガバナーの挨拶

等を AI で読み上げてくれる機能が新設されました。ガバナ

ー月信も掲載していますので是非ご覧ください。 

海野均奉仕プロジェクト委員長／2/13～15 に開催された勇

者の会のチャリティーイベントにご協力いただきましてあ

りがとうございました。5名参加の予定でしたが 8名の方が

会場に足を運んでくださいました。レモネード販売の方は

200本程度の売上を予定していましたが 1,000本の売上とな

りました。収益は来月、勇者の会代表の阿部様に例会にお越

しいただき、贈呈させていただきます。 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円  達成額 288,000円 達成率  54.55％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円  達成額 481,000円 達成率  71.45％ 

Vol.XLIII  No.２１１７ 

第２１１７回 例会 

2023年 3月 2日（木） 

 

 

 

 

第２１１６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 
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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  な し 

家族感謝の日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             渡邊 葉子 会員（３月 ３日）                                                                                                     
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入 会 記 念 日  髙見 幸浩 会員（令和 ２年３月５日） 

 



●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額563,000円 達成率  56.30％ 

●主要プログラム 

『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 

「デザイン」と言えば、明るく楽し

く創造的、というイメージを持つ方

が多いでしょう。自由な表現活動で

あるアートとは異なり、産業と切っ

ても切り離せないデザインという

ジャンルは、実はその時々の社会情勢や経済に大きく影響を

受けています。 

歴史を振り返ってみると、石油、電気、自動車、航空、通信

などといった、現代の生活の必需品の多くは、19世紀後半か

ら 20 世紀の初めに実用化されたテクノロジーが基盤となっ

ています。特に、2つの世界大戦期を通して、科学技術は切実

に、著しく進歩しました。例えば家具デザインの世界では、

第二次世界大戦で開発された様々な軍需産業の技術や素材が

戦後の製品づくりに転用され（軍事技術の平和利用ともいえ

ます）、それまでにない造形的な新しい時代のデザインが多く

生み出されました。（代表的なものが、薄い木を張り合わせた

軽くて安価で大量生産ができる「成型合板」という材料や、

FRP やプラスチック樹脂を用いて曲線的に作られた、アメリ

カのデザイナー、チャールズ・イームズの家具など）また、革

命や戦時下において、視覚的なデザインが人々の心や感情に

訴えかける効果的なツールとして、プロパガンダや戦意高揚

に利用されてきたことは、過去からウクライナ戦争の現代に

至るまで変わりません。 

 一方、戦後の産業・経済復興にも新しい時代を切り拓く

デザインの力が重要視され、高度成長期の昭和 30 年代には、

今でも目にするデザインの名作が多く生まれました。 

戦争とデザインは、「美を生み出す心」にも関係しています。

日本を代表する工業デザイナーで僧籍も持つ、故・榮久庵憲

司さんは、｢GKデザイン｣という日本で最大のデザイン会社を

率い、キッコーマンの醤油差しをはじめ数々の素晴らしいデ

ザインを世に送り出しました。「美の民主化」「モノの民主化」

（美しい工業製品や道具は特権階級でなくても誰もが持つこ

とができる平等な美）という哲学を訴え続けた榮久庵さんが

デザインを志した原点は、終戦直後に広島の惨状を目の当た

りにしたことにあるといいます。世界的なファッションデザ

イナーの三宅一生さんも、晩年に自身の広島での被爆体験と

美や文化に憧れた戦後を語っています。このような大きな

人々が、共に焼け野原の広島から羽ばたいたことは、偶然で

はないように思います。「美は絶望の荒野に咲く一輪の花」と

いう美術館館長の言葉が心に響きます。 

今もまさに続いている戦争の終結と、その後の復興、そし

てまちや人々の心に美やデザインが一日も早く戻ってくるこ

とを祈るばかりです。

 

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        3月 9日（木） 『クラブ会歌の練習』     

吉田 聡子 幹事 

                                       ソング：四つのテスト 

 

得能宗洋会員：伊藤さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 
西岡憲廣会員：伊藤様の卓話楽しみにしてきました。 
池上喜重子会員：千織さん、ありがとう。 
久保 隆会員：伊藤様の卓話楽しみです。 
小川眞治会員：トルコ・シリアの大地震の被害に心が痛みます。支援したいと思います。 

本日の卓話宜しくお願い致します。 
新谷喜信会員：伊藤千織様をお迎えして。デザインのお話楽しみです。 
小林秀樹会員：西さんの笑顔にニコニコ！！ 
遠島芳然会員：伊藤様卓話楽しみです。 
西 智樹会員：伊藤様、本日の卓話よろしくお願いします。 
岡出敏美会員：伊藤様、卓話楽しみです。 
葛西純一会員：伊藤様、本日の卓話宜しくお願い致します。 
関 欣昌会員：伊藤様の卓話楽しみです。 
五十嵐信彰会員：当会最高齢者です。米寿になりました。人生百年時代、百歳にチャレンジします。 
光岡富士夫会員：伊藤さんお話楽しみにしています。 
石垣尚之会員：本日の卓話楽しみです。 

ニコニコＢＯＸ 

3 日 (金) 札幌幌南 北海道のライダーから世界チャンピオンを！ (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 7 日 (火) 札幌清田 １０日IMへ繰下げ移動例会

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 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
4 日 (土) 札幌手稲 高校奨学生報告会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 8 日 (水) モーニング７日西RCとの合同例会

6 日 (月) 札幌南 日本記者クラブ「今年はどんな年」 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 8 日 (水) 札幌 夜間移動例会
6 日 (月) 札幌北 グローバル補助金奨学生卓話 (ロイトン札幌) 8 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
6 日 (月) ひまわり衛星 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 8 日 (水) 新札幌 水と衛星月間に因んで (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
7 日 (火) 札幌西 モーニングRCとの合同例会 9 日 (木) 札幌東 訪日インバウンドの現場から (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
7 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


