
札幌西北ロータリークラブ 

会長・副会長・幹事 就任挨拶 

  各理事・役員・委員長 
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7月2日(木) 雨 
●ソング／君が代・クラブ会歌 
●司会／遠島 芳然会長 
●ゲスト／なし 
●ビジター／なし 
●7月2日出席率／会員34名中欠席10名、規定除外者

2名68.7% 
●6月 18 日確定出席率／会員34名中欠席3名、規定除
者3名90.3% 

●会長報告／前年度会長 
海野均会員に記念品を贈
呈致します。池﨑前年度幹
事は休みですので、次週に
お渡しします。／ロータリ
ー財団より、渡邊葉子会員
に 3 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。 
●幹事報告／札幌北RCと札幌モーニングRCよりメーク
アップ訪問のご遠慮のお願いが届きました。コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、ビジター受付はご遠慮くださ
いとの事です。／各委員会委員長の皆様、海野年度の活
動報告書と遠島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。／本日例会終了後、遠島年度最初の
定例理事会を開催いたします。新理事・役員の皆様は、
ご出席お願いします。／今月のロータリーレートは、107
円です。（前月108円） 
●委員会報告／なし 
●米山記念寄付／ 
目標額544,000円 達成額       0円  達成率   0％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額545,700円 達成額       0円 達成率    0％ 
●ニコニコBOX／ 
目標額  800,000円 達成額   47,000円 達成率 5.8％ 

●主要プログラム 
「会長・副会長・幹事 就任挨拶」 
遠島 芳然会長 
今年度会長として、西さ

ん、海野さんの両幹事と共
に頑張っていきますので、
よろしくお願いいたしま
す。西北ロータリークラブ
は、創立から今年で44年
になります。このクラブを
支えて下さった多くの会員諸氏、諸先輩のご苦労に感謝
申し上げます。今年は新型コロナウイルスの流行の中、
多難な船出となりました。今年度のRIのテーマは「ロ
ータリーは機会の扉を開く」です。RI会長のホルガ
ー・クナーク氏はロータリーとは、クラブに入会すると
いうだけでなく、私たちのあらゆる活動が、どこかで、
誰かのために機会の扉を開いています。と言われていま
す。私が西北ロータリークラブに入会したのは、副会長
をお願いしました、穴倉さんが会長をされていた、2009
年の年でした。それから11年皆さんに支えていただき
ながら続けてまいりました。今年度は、会長という大役
を仰せつかりましたが、当クラブのモットーである「明
るく、楽しく、出席しやすいクラブ」を念頭に置きなが
ら、会員増強（チャレンジ50）に努め、海野年度から
の継続する奉仕活動と新たな奉仕活動の発掘に努めてい
きたいと考えています。 

穴倉 廸彌副会長 
 今年度の副会長を務めさせ
ていただきます。遠島会長の
方針に従い、努める所存です
が、前年度に始まったコロナ
禍はいまだに持続しており、
いつ収束するのか目途の立た
ない状況です。会の諸行事予

誕 生 日  な し 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 
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定にも様々な影響が予想されておりますが、適切に対応
しながら進行を図りたいと思います。会員の皆様の意見
を聞きながら、会の円滑な運営に努めたいのですが、コ
ロナ禍は、ご存知のように未知のウイルスでもあります
ので、影響を受けながらの運営になると思います。一生
懸命努力しますのでよろしくお願いします。 
西 智樹幹事 
今年度、幹事を急遽仰せつか

りました西です。皆様、ご存知の
様に幹事予定者が退会された
為、急遽登板することになり、多
少動揺しています。要請をされ
たのが、先月の新旧引継ぎｱｯｾﾝ
ﾌﾞﾘｰで、元々私は今年度会員増
強・広報委員長との事で参加し
ていました。その時に幹事予定者が退会したと聞き、大
変だなー。遠島会長どうするのかなー。と完全に第三者
として聞いておりましたが、会合終了後に遠島会長が怖
い目をして一番後ろにいた私のところに向かってきて、

「西さん、幹事をやってくれない？慣れてるから。」と言
われました。しかし、ロータリークラブの幹事職に慣れ
はないです。でも辞退したら新年度バタバタしそうな予
感が頭をよぎりお受けしました。前年度会長の海野さん
も補佐していただけるとの事ですので、大変心強いです。
会員増強の方は、前年度素晴らしい実績をあげられた久
保さんに甘えながら一年間頑張りたいと思っております。
まさか、1 年前に池﨑さんに渡したクラブの印鑑が先週
の例会で、池﨑さんからまた私に渡されるとは、夢にも
思いませんでしたが、引き受けた以上、クラブ運営がス
ムーズに行われるように頑張りたいと思います。皆様 1
年間よろしくお願いいたします。 
海野 均幹事 
私は、西幹事の補佐として、遠

島会長、西幹事、穴倉副会長と常
に打合せをして 助言していき
たいと思っております。遠島年度
を盛り上げましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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／○西 智樹、池﨑 潤、久保 隆、小西 政秀、八木 健真 

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 

遠島芳然会員：今年度よろしくお願いします。 

西 智樹会員：会員の皆さま、1 年間よろしくお願いします。 

海野 均会員：遠島会長、穴倉副会長、西幹事、コロナで大変な年度ではありますが、楽しく頑張って下さい。

三上直彦会員：遠島年度のスタートを祝って。1 年間よろしくお願いします。 

菊田 等会員：遠島年度の船出を祝しまして。役員の皆様よろしくお願いいたします。 

安藤壽建会員：今年度は会計を担当となりますので、よろしくお願いします。 

西岡憲廣会員：遠島会長はじめ、理事・役員の皆さま一年間頑張って下さい。 

小川眞治会員：新年度になりました。新執行の会長はじめ、ご活躍を期待しております。 

得能宗洋会員：新年度スタートです。一年間よろしくお願いいたします。 

久保 隆会員：遠島会長・西幹事、今年度期待しています。 

渡邊葉子会員：元気な 1 年を過ごしましょう。 

山岸曉雄会員：今年度 1 年間よろしくお願いいたします。 

中嶋成実会員：遠島会長 1 年間頑張って下さい。 

小林秀樹会員：遠島丸出向を祝して。ボンボヤージュ。 

松下徳良会員：遠島丸、出航を祝って。入会記念日祝。 

穴倉廸彌会員：本人の誕生日祝。 

出口元治会員：入会記念日祝。 

多米 豊会員、新谷喜信会員、：遠島丸の出向を祝して。 

次回プログラム           7/16 コンピュータビジネス 

                             岡出 敏美 会員 

                                   ソング：手に手つないで 

10 日 (金) 札幌幌南 五大奉仕委員長就任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 14 日 (火) 札幌清田 職場訪問移動例会
10 日 (金) ライラック 定例休会 14 日 (火) 大通公園 定例休会
11 日 (土) 札幌手稲 五大奉仕委員長就任挨拶 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 15 日 (水) モーニング 新会員卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

13 日 (月) 札幌南 委員会活動方針 (札幌ﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ) 15 日 (水) 札幌 イニシエーショ ンスピーチへの誘い② (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
13 日 (月) 札幌北 就任挨拶 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 15 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
14 日 (火) 札幌西 我々がすべき新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 15 日 (水) 新札幌 クラブ協議会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
14 日 (火) はまなす 役員・理事・委員長就任挨拶 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 16 日 (木) 札幌東 委員長就任挨拶 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


