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バリー・ラシン

・スピーチ
青少年交換学生 ジュリア・シッパーズさん
・交換学生ジュリア・シッパーズ、1 年間の活動を振り返って
望月 陽介 会員
ソング：それでこそロータリー

遠島 芳然

誕

幹事 西 智樹

例会報告

12 月 6 日(木) 曇り
●ソング／クラブ賛歌
●司会／吉田聡子会長
●ゲスト／なし
●ビジター／なし
●12 月 6 日出席率／会員 34 名中欠席 5 名、規定除外者
3 名 83.8%
●11 月 15 日確定出席率／会員 34 名中欠席 8 名、規定除
外者 5 名 72.4%
●会長報告／なし
●幹事報告／本日例会終了後、定例理事会を開催します。
理事役員の皆様は、お間違いの無いよう、ご出席お願い
致します。／11 月 30 日に西区・手稲区中学校スポーツ
大会の打合せに、海野副会長と一緒に参加しました。／
ロータリーの友 12 月号が届きました。／今月のロータ
リーレートは、112 円です。
（前月 112 円）
●委員会報告／広報・会員増強委員長 松下徳良会員／
2 か月間、東京と京都へ出張していました。出張の間に
MU を行い、3 つのクラブにてバナーを交換して参りまし
た。不在の間、ありがとうございました。
●主要プログラム
『年次総会』
吉田聡子会長
次々年度会長および次年度役員・理事の選挙の結果、次
のとおり全員一致で信任されました。
次々年度会長：遠島芳然会員
次年度副会長：山本耕司会員
次年度幹事：池﨑潤会員
次年度奉仕プロジェクト委員長：久保隆会員
次年度クラブ奉仕委員長：得能宗洋会員
次年度職業奉仕委員長：前島治基会員
次年度社会奉仕委員長：望月陽介会員
次年度国際奉仕委員長：中嶋成実会員
次年度青少年奉仕委員長：菊田等会員
次年度ロータリー情報委員長：西岡憲廣会員
次年度会計：山本耕司会員

次々年度会長：遠島芳然会員
次々年度会長に承認して頂きまし
た、遠島です。私の年度は兄弟クラ
ブの手稲ロータリークラブからのガ
バナーということで、皆さんのご協
力を仰ぎながらクラブの運営をして
いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次年度副会長・次年度会計：山本耕司会員
海野次年度会長より次年度副会長
と会計をという話をいただきました。
私でお役に立つのなら、と引き受け
ました。一生懸命努めてまいりたい
と思っております。どうぞよろしく
お願い申し上げます。
次年度幹事：池﨑潤会員
次年度、幹事を仰せつかりました
池﨑です。出席率も悪く、まだまだ
組織のことも分かっておりません
が、そろそろ真面目にやりなさい、
そして役を通じて経験を積みなさいという事だと受け止
め、役を受けさせていただくことになりました。しっか
りと担いを果たし、
海野会長をお支えしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
次年度奉仕プロジェクト委員長：久保隆会員
次年度奉仕プロジェクト委員会、
委員長を仰せつかりました。四大奉
仕の各委員会に協力し、地域社会の
ニーズに応えられるよう支援するこ
と、いわゆる各委員会のまとめ役と
考えております。プロジェクト委員
会が始まって半年になり何をすべきかが分かりかけてき
ました。次年度は、各委員会の事業が計画通り進んでい
るか、推移及び結果をホームページにリアルタイムで写
真や映像を入れながら掲載し、全会員が活動内容を把握
できるようにしたいと考えております。本日は、ご承認
ありがとうございます。

次年度クラブ奉仕委員長：得能宗洋会員
海野年度のクラブ奉仕委員長を拝命
しました得能です。昨年中から海野エ
レクトにお話しをいただき青田買いを
されておりました。また、キャリアの
浅い中での重要な委員会をまかされ身
の引き締まる思いです。プログラム・
親睦・SAA・音楽・ニコニコ・出席と活
動の根幹である委員会ですので、率先垂範で楽しい 1 年
となるよう取組みます。
次年度職業奉仕委員長：前島治基会員
未だ右も左も分からぬ身ではござ
いますが、このたび大役を仰せつかり
ました。至らぬ点は多々あろうかとは
存じますが、何卒よろしくお願い申し
上げます。偶然ながら海野次期会長と
はロータリー入会前から何かとお付
き合いさせていただいております。
色々と教わりながら、かつ支えていければと思っており
ます。
次年度国際奉仕委員長：中嶋成実会員
10 年程前の当クラブは、旅行バブル
の最高潮の時でありました。世界大会
では、リバプール（イギリス）
・モント
リオール（カナダ）
・ニューオリンズ
（アメリカ）
・リスボン（ポルトガル）
、
検証訪問では、タイ・ベトナム・カン
ボジアなど会員・家族総勢 20 人前後で訪問する時代が
続いたのです。次期は奉仕を一旦棚上げして、親睦によ
って娯楽を前面に打ち出し、出来るだけ多くの会員の参
加を促す事をモットーとしたいと思います。楽しい企画

をして、皆様の参加意欲を掻き立てるようにしたいと思
います。ご協力をお願い致します。
次年度ロータリー情報委員長：
西岡憲廣会員
ロータリーに関する知識や情報
を提供し、会員の意識の高揚に努め
ると共にコミュニケーションを図
り、新会員に早くクラブに馴染んで
頂くための機会を計画する。新会
員、
会長エレクト等次代を担うリーダーを対象に研修会・
懇親会を実施する。又、広報、会員増強委員長、奉仕プ
ロジェクト委員長、4 大奉仕委員長と連携を取りクラブ
活性化について研修を深め、新会員にはオリエンテーシ
ョンを実施すると共に新会員に地区大会や IM への参加
を促す。又、IM(インフォーマルミーテイング)を年 2 回
以上開催し、研修を深めていき、個々の会員が奉仕活動
しやすい環境作りに努めて参ります。
12 月 8 日〜9 日 RI2510 地区青少年交換委員会
交換学生宿泊研修

吉田聡子会員：今日の総会よろしくお願いします！
西 智樹会員：本日の年次総会よろしくお願いします。
海野 均会員：本日、年次総会よろしくお願いします。
松下徳良会員：2 か月ぶりで戻ってまいりました。不在の間、色々ご迷惑をおかけしました。
冨岡公治会員：12 月 4 日に長女、有紀子に女の子が生まれました。初孫です。
中嶋成実会員：吉田会長、総会おめでとうございます。
小川眞治会員：年次総会例会日です。次期ノミネート会員よろしくお願い致します。
小林秀樹会員：もう半分が過ぎるのですね。吉田丸の順航を祈念して！！
安藤壽建会員：ホームの例会を 6 回休んでしまい、久しぶりです。
安田浩司会員：ゴルフ同好会で年間優勝しちゃいました。
久保 隆会員：家族感謝の日を祝っていただいて。
桶谷 治会員：早いですが一年お世話になりました。
得能宗洋会員：12 月 8 日で 54 歳です…。本人の誕生日祝。
山本耕司会員：総会の成功を！！
池﨑 潤会員、渡邊葉子会員：本日もよろしくお願いいたします。
遠島芳然会員：11 月 24 日から京都本願寺の報恩講に出仕、12 月 2 日から自坊の永代経が昨日で終わりました。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 年次総会
(金) ﾗｲﾗｯｸ衛星 定例休会
(土) 札幌手稲 ロータリー財団について
企業倫理の必要性について
(月) 札幌南
(月) 札幌北
年末親睦家族会
3分間スピ ーチ・2018年を 振り返って
(火) 札幌西
(火) はまなす 年末親睦家族会

次回プログラム
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(火)
(水)
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札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

会員・松下

徳良

年末親睦家族会
定例会
通常例会

（大通藤井ﾋﾞﾙ）

年次総会、2018年を顧みて

(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)

(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

年忘れパーティー

年末親睦家族会
通常例会

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

会員

ソング：四つのテスト
例会場：三越札幌店４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

会報委員／松下徳良、望月陽介、遠島芳然、○出口元治
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