
札幌西北ロータリークラブ 

「各理事・役員・委員長退任挨拶」 

                  各理事・役員・委員長 

               ソング：それでこそロータリー 
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6月11日(木) 雨 

●ソング／日も風も星も 

●司会／海野 均会長 

●ゲスト／米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん 

●ビジター／なし 

●6月11日出席率／会員34名中欠席6名、規定除外者

2名81.2% 

●2月 20 日確定出席率／会員31名中欠席5名、規定除

者2名82.7% 

●入会式／6/1入会の3名の入会式を行います。 

岡出敏美さんです。ス

ポンサーは、久保会員

です。ロータリーバッ

ヂ他をお渡しいたしま

す。岡出新会員より、

挨拶がありました。 

続いて、金井英樹さんです。

スポンサーは、得能会員で

す。ロータリーバッヂ他を

お渡しいたします。金井新

会員より、挨拶がありまし

た。 

続いて、横山哲也さ

んです。スポンサー

は、山本会員です。ロ

ータリーバッヂ他を

お渡しいたします。

横山新会員より、挨

拶がありました。 

 

●会長報告／チャン・ホアン・アンさんに今月の奨学金

10万円をお渡しします。5月は例会がありませんでした

ので、5/7 にお会いして奨学金をお渡ししました。／ロ

ータリー財団より、遠島芳然会員に、2 回目のマルチプ

ル･ポール･ハリス･フェローピンが届きましたので、お渡

しします。／6/4 に京王プラザホテル札幌にて次年度ア

ッセンブリーと新旧引継ぎアッセンブリーを合同で行い

ました。 

●幹事報告／5/25 付で前島会員より退会届が届きまし

たので、持ち回り理事会を開催し、退会が承認されまし

た。／6/4(木)アッセンブリー前に、定例理事会を開催し

ましたので、ご報告いたします。年間プログラムについ

てと5月末時点までの会計報告、政府より配布の布マス

クを当クラブ例会にて回収し寄付することについて承認

されました。／次年度の会員名簿訂正のご案内をFAXで

お送りしています。提出期限が6/18(木)までとなってい

ますので事務局まで返信をお願いします。／海野年度の

活動報告書と次年度の活動計画書の依頼文を各委員長に

配布しています。6/20(土)までに事務局へ提出をお願い

します。／今月のロータリーレートは、108円です。（前

月107 円）／ロータリーの友5月・6月合併号とガバナ

ー月信4月号と5月号と昨年の地区大会記録誌が届きま

した。入り口に置いてありますのでお持ち帰りください。

／髙見会員の会員名簿シールをブレストBOXにて配布し

ています。会員名簿に貼って活用してください。 

●委員会報告／社会奉仕委員 望月 陽介 会員／延

期となっていました大通公園植栽事業の再案内をFAXで

お送りしています。今回は植栽のみを行い、奉仕事業終

了後の昼食は取りやめとしました。現在の参加予定人数

は7名です。出欠回答がまだの方は事務局まで回答をお

願いします。ぜひご協力をお願いします。 

誕 生 日  な し 

家族感謝の日   三上 直彦 会員（６月２０日） 

  松下 徳良 会員（６月２０日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 

Vol.XLIII  No.２０３８ 

第２０３８回 例会 

2020 年 6 月 18 日（木） 

第２０３７回  例会報告 

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

創立 1977 年 4 月 21 日 

   

会長 海野 均  幹事 池﨑 潤 

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 



●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額125,800円  達成率23.8％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額534,600円 達成額240,000円 達成率44.8％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,100,000円 達成額660,000円 達成率60.0％ 

●主要プログラム 

「ようこそ札幌西北ロータリークラブへ」 

クラブ奉仕委員長 得能 宗洋 会員 

得能会員作成の札幌西北ロータリークラブの歴史

を紹介するムービーを放映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 日 (金) 札幌幌南 会長・幹事退任挨拶 23 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
19 日 (金) ライラック 通常例会 （札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）　 23 日 (火) 大通公園 定例休会
20 日 (土) 札幌手稲 例会取消（休会） 24 日 (水) モーニング 夜間例会
22 日 (月) 札幌南 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 24 日 (水) 札幌 例会取消（休会）
22 日 (月) 札幌北 例会取消（休会） 24 日 (水) 真駒内 退任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
23 日 (火) 札幌西 例会取消（休会） 24 日 (水) 新札幌 移動例会
23 日 (火) はまなす 役員・理事・各委員長退任挨拶 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 25 日 (木) 札幌東 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

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 

次回プログラム        6/25（木） 会長・副会長・幹事 退任挨拶 

海野会長・山本副会長・池﨑幹事 

                                    ソング：四つのテスト 

 
海野 均会員：皆さんお元気だったでしょうか？久々の例会となりました。本日は 3 人の新会員の皆様よろしく

お願いいたします。得能さん本日の卓話お願いいたします。 
池﨑 潤会員：久しぶりの例会、よろしくお願いいたします。誕生日祝。 
得能宗洋会員：新会員の皆様、これからよろしくお願いいたします。 
中嶋成実会員：コロナ明けを祝って。皆様ご無事で何より。 
久保 隆会員：創業記念を祝っていただいて！ 
松下徳良会員：お久しぶりです。 
冨岡公治会員：皆さん久しぶりです。私も元気です。 
森本正夫会員：創業記念祝。  
遠島芳然会員：新会員、岡出さん、金井さん、横山さんをお迎えして。 
安藤壽建会員：コロナ対して耐えましょう。久しぶりの例会出席。 
山岸曉雄会員：家族感謝の日、ありがとうございました。久しぶりの例会です。 
多米 豊会員：コロナさんのせいで小児科にほとんど子どもが来ない日が続いています。 
望月陽介会員：久々の例会ですね。南米、アフリカ諸国地域の COVID-19 感染が心配です。 
西岡憲廣会員：久しぶりの新会員をお迎えしての例会出席を楽しみにして参りました。 
吉田聡子会員：皆さんにお会いできて本当に嬉しいです！ご入会ありがとうございます。  
小川眞治会員：久しぶりの例会、皆さんにお会いして楽しみです。マスク姿に慣れました。外出が億劫になって

います。 
新谷喜信会員：皆さんご無事で再会できてうれしいです。 
穴倉廸彌会員：しばらくです。コロナです。生存しております。 

19 日 (金) 札幌幌南 会長・幹事退任挨拶 23 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
19 日 (金) ライラック 通常例会 （札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）　 23 日 (火) 大通公園 定例休会
20 日 (土) 札幌手稲 例会取消（休会） 24 日 (水) モーニング 夜間例会
22 日 (月) 札幌南 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 24 日 (水) 札幌 例会取消（休会）
22 日 (月) 札幌北 例会取消（休会） 24 日 (水) 真駒内 退任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
23 日 (火) 札幌西 例会取消（休会） 24 日 (水) 新札幌 移動例会
23 日 (火) はまなす 役員・理事・各委員長退任挨拶 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 25 日 (木) 札幌東 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


