
札幌西北ロータリークラブ 

新会員歓迎夜間移動例会 

会場：京王プラザホテル札幌 

クラブ奉仕委員会 
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9月24日(木) 晴れ 

●ソング／手に手つないで 

●司会／遠島 芳然会長 

●ゲスト／・RI第2510地区 福井 敬悟ガバナー 

・ 〃 青木 貞康第4グループガバナー補佐 

・ 〃 小山 秀昭 地区代表幹事 

・ 〃 平川 香織 地区副代表幹事 

・米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん 

●ビジター／札幌手稲2名 

●9月 24日出席率／会員35名中欠席6名、規定除外者

3名81.2% 

●9月 10 日確定出席率／会員35名中欠席0名、規定除

者3名100% 

●会長報告／先週の例会終了直後にチャン・ホアン・ア

ンさんに今月分の奨学金をお渡ししました。ひとこと、

ご挨拶をお願いします。 

●幹事報告／次週、10/1 は 18：30 より京王プラザホテ

ル3F「扇」にて新会員歓迎夜間移動例会です。5名の方

の新会員の方と親睦を深めるために皆様ご参加をお願い

いたします。／10/9に会長ノミニー指名委員会を行いま

す。会長経験者の皆様にはご案内をお送りしていますの

で、9/30 までに出欠の回答を事務局までお願いします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額   56,000円 達成率 10.2％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  158,200円 達成率 28.9％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 266,000円  達成率 33.2％ 

 

●主要プログラム 

「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第2510地区 福井 敬悟ガバナー 

2020年～21年度2510地

区ガバナーの福井敬悟で

す。所属は札幌手稲RCで

す。どうぞよろしくお願い

いたします。 

今年度は、波乱に満ちた1

年のスタートとなりまし

た。私がガバナーとなるべくアメリカ・サンディエ

ゴでの国際協議会研修から帰国してすぐの一月末頃

から、中国武漢で発症した新型コロナが瞬く間に世

界中に広がり、例年行われるPETS 、地区研修・協

議会がDVDという形で皆様に思いを伝えることにな

りました。昔から「段取り８分・仕事２分」と言わ

れておりますが、段取りの部分がこの新型コロナ感

染拡大に伴う規制の為、生活も一変し、様々な苦難

となりました。皆様のクラブにおきましても地区に

おきましても悔しい思いはありますが、クナークRI

会長がおっしゃるように時は待ってくれません。『ピ

ンチをチャンスに変えるぞ！』との意気込みでお互

いに頑張ってまいりましょう。 

まずは、地区大会延期のお知らせです。当初の予

定は10/2～4でしたが、新型コロナウィルスの影響

で延期させていただくことになりました。現在は、

5/15・16を予定しております。地区大会実行委員会

と連携し、様々な方向性で検討しております。皆様

のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。そ

して、17日は、小樽カントリークラブで国際ロータ

誕 生 日  中嶋 成実 会員（１０月１日） 

森本 正夫 会員（１０月３日） 

         吉田 聡子 会員（１０月７日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  小西 政秀 会員（昭和４３年１０月１日）北武総業㈱ 

         海野 均  会員（平成４年１０月１日）㈱アルファビジネス 

入 会 記 念 日  な し 
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第２０５０回 例会 

2020 年 10 月 1 日（木） 

第２０４９回  例会報告 

2020～2021 年度 ホルガー・クナークＲＩ会長 ロータリーは機会の扉を開く 

創立 1977 年 4 月 21 日 

会長 遠島 芳然 幹事 西 智樹・海野 均 

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 



リー第2510地区親睦ゴルフ大会を開催いたします。 

さて新年度より、地区HPをリニューアルいたしま

した。『ロータリー 第2510地区』と検索していた

だければご覧いただけます。各委員会の情報を見や

すくしております。7/26に開催されました会員増強

セミナーも会員増強委員会に動画を含め、資料がダ

ウンロードできるよう掲載されております。ガバナ

ー月信も見やすいように掲載を変えました。こちら

もダウンロードが可能となっておりますので、ご活

用をお願いいたします。9月号には、新型コロナウ

ィルス対策について掲載しております。大変重要な

8つの項目が記載されておりますので、一度ご覧く

ださい。各クラブのホームページにもリンクしてお

りますので、クラブのHPの更新をお願いいたしま

す。アドレス変更などがございましたら、地区ICT

委員会へご連絡お願いいたします。最後に、今後は

クラブのHPが有る無しに関係なく、各クラブの活動

情報を掲載できるように制作中です。ぜひ、皆様地

区ホームページをご覧いただきご活用をよろしくお

願いいたします。 

世界は今、回復力、適応力、強さを兼ね備えたロ

ータリアンとロータリークラブを必要としていま

す。お互いを思いやる気持ちは大切ですが、自分自

身を気遣うことも忘れないでください。あなた自身

も、大きな回復力を備えた最高の自分になるべき大

切な存在なのです。 

まさに「つながる」「大局を見る」「健康を保つ」

「目的をもつ」「感謝する」を大切にしていかなけれ

ばと思っております。札幌西北ロータリークラブの

皆さまに置かれましても、 

まずは会員皆様の健康第一に益々のご活躍をご祈

念申し上げます。 

Rotary Opens  Opportunities 

「ロータリーは希望の扉を開く」 

どうもありがとうございました。

 

  

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：福井ガバナー、青木ガバナー補佐、小山地区代表幹事、平川地区副代表幹事をお迎えして。 

西 智樹会員：福井ガバナー、青木ガバナー補佐、小山地区代表幹事、平川地区副代表幹事、本日はご苦労様 

です。よろしくお願いします。 

海野 均会員：RI 第 2510 地区ガバナー公式訪問、福井ガバナー、青木ガバナー補佐、小山地区代表幹事、 

平川地区副代表幹事、本日はよろしくお願い致します。 

菊田 等会員：福井ガバナー、公式訪問を祝し、本日はありがとうございました。 

三上直彦会員：福井ガバナー、青木ガバナー補佐の公式訪問を心より歓迎申し上げます。 

本日はありがとうございます。 

得能宗洋会員：福井ガバナー、青木ガバナー補佐、小山地区代表幹事、 

平川地区副代表幹事、本日はありがとうございます。 

吉田聡子会員：福井ガバナー、青木ガバナー補佐、本日はありがとうございます！ 

山岸曉雄会員：福井ガバナー、青木ガバナー補佐をお迎えして。本日はありがとうございました。本人の誕生日祝。

西岡憲廣会員、小林秀樹会員、新谷喜信会員、中嶋成実会員、安藤壽建会員、松下徳良会員、望月陽介会員、 

渡邊葉子会員、小川眞治会員、久保 隆会員： 

福井ガバナー、青木ガバナー補佐、小山地区代表幹事、平川地区副代表幹事をお迎えして。 

次回プログラム  10/8（木）   カンテレ演奏～フィンランドの風～ 

                   北海道フィンランド協会常務理事 

道新文化センタ－カンテレ講座講師 佐藤 美津子様 

                                    ソング：日も風も星も 

2 日 (金) 札幌幌南 ゲスト卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 6 日 (火) 札幌清田 米山奨学生卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
2 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 6 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
3 日 (土) 札幌手稲 青少年交換留学生卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 7 日 (水) モーニング ガバナー公式訪問 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

5 日 (月) 札幌南 米山奨学生卓話 (札幌ﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ) 7 日 (水) 札幌 コロナに向き合う北海道の観光戦略 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
5 日 (月) 札幌北 クラブ情報委員会担当 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 7 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
6 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 7 日 (水) 新札幌 犯罪被害者はどうして救われないのか (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
6 日 (火) はまなす 会員卓話 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 8 日 (木) 札幌東 SDGs～持続可能な未来へ～④ (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


