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札幌西北ロータリークラブ
会長 海野 均

創立 1977 年 4 月 21 日

幹事 池﨑 潤

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2019〜2020 年度 マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長 ロータリーは世界をつなぐ
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海野

例会報告
7 月 11 日(木) 晴れ

●ソング／我等の生業
●司会／海野 均会長
●ゲスト／なし
●ビジター／なし
●7 月 11 日出席率／会員 33 名中欠席 9 名、規定除外者
2 名 70.9%
●6 月 30 日確定出席率／会員 33 名中欠席 3 名、規定除
者 3 名 90.0%
●会長報告／なし
●幹事報告／各委員会 委員長の皆様、吉田年度の活動
報告書と海野年度の活動計画書はお早めに事務局へ提出
をお願いします。／前回例会終了後、定例理事会を開催
しましたので、報告します。議事録をご参照ください。
今年度の奉仕活動について、9/7（土）開催のほっかいも
っかい杯スポ GOMI 大会への参加と 30,000 円の協賛、勇
者の会（小児がんの子供たちとその家族を支える団体へ
の寄付）が承認されました。日本のロータリー100 周年
記念ピンバッジについてクラブで 10 個購入します。ご
希望の方は事務局までお申し出ください。当クラブ例会
での出席報告について、事務局で集計を行っていますの
で今年度は事務局から報告することになりました。今年
度は三角山清掃、スポーツ大会、大通植栽事業が MU の対
象となります。今後追加予定の新しい奉仕活動も MU の
対象となる予定です。7/20（土）RLI セミナーパートⅡ
に海野会長が参加します。米山記念館創立 50 周年記念
特別寄付について、1 口 3,000 円から寄付のお願いが届
いています。ご協力いただける方は 事務局までお願い
いたします。／8/1（木）は夜間移動例会です。
●委員会報告／なし
●主要プログラム
「理事・役員・委員長 就任挨拶」

会長エレクト 遠島芳然会員
会長エレクトの拝命を賜りま
した遠島です。海野会長のもと
来期の会長として勉強させてい
ただき、ロータリークラブの活
動としては、新たなる活動と今
期から来期にかけては継続的な
ものを目指していきたいと思っ
ています。来期の会長としてよろしくお願い致します。
ＳＡＡ 新谷喜信会員
年 4 回の席替えを予定していま
す。ご協力ください。ホームクラ
ブ出席 100%達成された会員にはそ
の功績を讃え、表彰します。皆さ
ん 100％目標によろしくお願いい
たします。
クラブ奉仕委員長 得能宗洋会員
今年度、クラブ奉仕委員長を仰
せつかりました得能です。早い段
階から海野会長とは打ち合わせを
重ねました。移動例会を中心に会
員の皆様に喜んでいただける企画
を創造して楽しい１年にしていき
たく存じます。また、プログラム
においては海野会長のご意向で月間テーマに出来るだけ
沿った内容にして充実させていきます。西副委員長と委
員会メンバーと一緒に取り組みますのでよろしくお願い
いたします。
奉仕プロジェクト委員長 久保隆会員
方針としまして、各委員会（職
業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青
少年奉仕）の事業に協力し、地域
社会のニーズに応えられるように
支援していきます。各委員会のプ
ロジェクトが、全会員に十分理解
いただけるように状況報告を年 3

回事務局より FAX いたします。さらに、地域の方々にも
十分認知していただけるようにホームページ掲載に努め
ます。地元地域から国際社会にいたるまで、地域及び世
界をより良くするためクラブに最もふさわしいプロジェ
クトを実践していきます。一年間よろしくお願いいたし
ます。
国際奉仕委員 中嶋 成実会員
今年度の国際奉仕は、地区継
続事業であるタイ国ノンカイ地
区クリーンウォーター事業の検
証ツアーへの参加と当クラブで
の奉仕活動として、昨年はミャ
ンマーへ移動図書館への図書寄
贈を行いましたが今年はカンボ
ジア、ラオスへの図書寄贈、また
は資金協力のための検証ツアーを考えています。また、
来年の国際大会の開催地がハワイとなっていますので、
多くの会員に参加を要請したいと思います。今年度はよ
ろしくお願いします。
青少年奉仕委員 菊田等会員
私が思う青少年奉仕とは何か
を少しお話させていただきま
す。ロータリークラブには様々
な奉仕プロジェクト、指導力養
成プログラム、国際交流がござ

いますが、それらを通してより良き未来をもたらす為に
彼らの生活力を高め、若い世代の人々に将来への準備を
させること、そして「次世代を担う子供達の明るい笑顔
と未来の為」の奉仕と位置付けられるのではないでしょ
うか。皆様のご協力を仰ぎながら青少年奉仕委員の就任
のご挨拶に代えさせていただきます。
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、会員の意識の向
上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
機会を計画しています。①新会
員、次代を担うリーダーを対象
に研修会・懇談会を実施すること。②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ること。③新
会員にはオリエンテーションを数回実施すると共に地区
大会や IM への参加を促す。④IFM（インフォーマルミー
ティング）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づくりに努める。以上の
ことを実施してまいりたいと思いますので、ご協力の程
お願いいたします。

海野 均会員：本日、理事、役員、委員長の皆様ご挨拶よろしくお願いいたします。
池﨑 潤会員：理事・役員・委員長の皆様、本日よろしくお願いします。
久保 隆会員：奉仕プロジェクト委員会よろしくお願いします。
安藤壽建会員：誕生日を祝っていただきありがとうございました。
穴倉廸彌会員：海野内閣頑張ってね。
菊田 等会員：就任挨拶よろしくお願いいたします。
遠島芳然会員：新役員よろしくお願いします。
小林秀樹会員：今年度もよろしくお願いいたします。
得能宗洋会員：本年度も一年間よろしくお願いいたします。
札幌モーニング RC 内田芳央様：今週月曜日、当クラブのゴルフコンペに参加していただいた札幌モーニング
RC の内田様よりニコニコをいただきました。
フィンランド ヘルシンキ北西 RC 井口光雄様：先日のゴルフ同好会優勝しました。まだまだ現役です。

26 日
26 日
27 日
29 日
29 日
30 日
30 日

市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 通常例会
(金) ライラック 通常例会
(土) 札幌手稲 夜間移動例会
(月) 札幌南
通常例会
青少年奉仕委員会担当
(月) 札幌北
(火) 札幌西
通常例会
(火) はまなす 定例夜間例会

次回プログラム

8/1（木）

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

(三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
(札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)
18：30〜

30 日
30 日
31 日
31 日
31 日
31 日
1日

(火) 札幌清田
(火) 大通公園
(水) モーニング
(水) 札幌
(水) 真駒内
(水) 新札幌
(木) 札幌東

繰上夜間例会
定例休会
通常例会
夜間移動例会
新会員卓話
納涼親睦家族会
通常例会

(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

(ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

夜間移動例会〜山岸会員歓迎例会〜
会場：京王プラザホテル札幌
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クローバー
クラブ奉仕委員会

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／○吉田聡子、
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

