
札幌西北ロータリークラブ 

会長・副会長・幹事就任挨拶 

菊田等会長、西岡憲廣副会長、得能宗洋幹事 

              ソング：君が代・クラブ会歌
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6月24日(木) 晴れ 

●ソング／我等の生業 

●司会／遠島 芳然会長 

●ゲスト／なし 

●ビジター／なし 

●6月24日出席率／会員33名中欠席7名、規定除外者

4名75.8% 

●4月 15 日確定出席率／会員35名中欠席0名、規定除

外者5名100% 

●会長報告／米山記念奨学会より小川眞治会員に、米山

功労者第7回マルチプル米山功労賞の感謝状が届きまし

たので、お渡し致します。／RLI委員会より、RLIセミナ

ーパートⅢを受講されました得能宗洋会員へパートⅢの

修了証、Ⅰ～Ⅲまで全てを受講されました菊田等会員へ

修了証と修了バッジが届きましたのでお渡し致します。

／次年度の地区委員長、委員が委嘱されました。ＲLI委

員会委員長渡邊葉子会員、青少年交換委員会委員望月 

陽介会員、インターアクト委員会委員海野均会員、広報・

ＩＣＴ委員会委員小林秀樹会員に委嘱状をお渡し致しま

す。／5/16に開催されました地区大会褒章について新型

コロナウイルス感染拡大防止の為、授賞式を行うことが

出来ませんでしたので、受賞者へ記念品をお渡し致しま

す。10年久保隆会員、10年遠島芳然会員、地区大会親睦

ゴルフ大会第 45 位岡出敏美会員。／出口元治会員が健

康上の理由により5月末で退会されました。多米豊会員

と三上直彦会員も健康上の理由により6月末で退会予定

です。 

●幹事報告／5/30に大通植栽事業を行いました。ご参加

くださいました皆様ありがとうございました。／来年度

の国際大会は、6/4～6/8にヒューストンで開催されます。

早期割引の登録料は475ドル、締め切りは12/15となっ

ています。登録をご希望の方は事務局までお知らせくだ

さい。／ロータリーの友とガバナー月信の 5 月号、6 月

号、7 月号が届きました。配布してありますのでお持ち

帰りください。／本日例会終了後、新旧引継ぎアッセン

ブリーを開催致します。／次年度のロータリー手帳が届

いております。クラブで 10 冊購入していますのでご希

望の方は事務局までお申し出ください。／遠島年度の活

動報告書と菊田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。お早めに事務局までご提出をお願い致

します。／次回は次年度最初の例会です。FAX での、持

ち回り理事会議事録にて皆様にお知らせ致しましたが、

次年度より期間限定で1年間、例会場が京王プラザホテ

ルに変更となります。また、次回例会終了後、定例理事

会を開催します。理事、役員の皆様は、ご出席をお願い

致します。／今月のロータリーレートは、109 円です。

（前月109円） 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額  546,500円 達成率 100.4％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  688,200円 達成率 126.1％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 676,880円 達成率 84.61％ 

誕 生 日  穴倉 廸彌 会員（７月３日） 

家族感謝の日  冨岡 公治 会員（７月２日） 

創 業 記 念 日  池﨑  潤 会員（昭和６０年７月１日） 

株式会社 プランニング・ホッコー 

入 会 記 念 日  遠島 芳然 会員（平成２１年７月１日） 

八木 健真 会員（平成１９年７月５日） 

小林 秀樹 会員（平成７年７月６日） 

松下 徳良 会員（平成１８年７月６日） 

Vol.XLIII  No.２０６３ 

第２０６３回 例会 

2021 年 7 月 1 日（木） 

第２０６２回  例会報告 

2021～2022 年度 シェカール・メータＲＩ会長 奉仕しよう みんなの 人生を豊かにするために 

創立 1977 年 4 月 21 日 

会長 菊田 等 幹事 得能 宗洋 

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 



遠島芳然会員：1 年間ありがとうございました。 

西 智樹会員：会員の皆様、1 年間ご協力ありがとうございました。 

穴倉廸彌会員：遠島会長ご苦労様でした。森本先生のご逝去残念です。 

吉田聡子会員：会長、副会長、幹事、1 年間お疲れ様でした！ 

得能宗洋会員：皆様 1 年間お疲れ様でした！ 

海野 均会員：遠島さん、西さん、1 年間コロナでしたがお疲れ様でした。 

安藤壽建会員：1 年間会計ありがとうございます。 

小川眞治会員：やっと例会が開かれ安堵しています。過日森本会員のご逝去に心が悼みます。生前のご厚情に

感謝し心からお悔やみ申し上げます。 

西岡憲廣会員：遠島会長はじめ役員の皆さん 1 年間ご苦労様でした。 

渡邊葉子会員：森本会員のご逝去を悼んで。 

中嶋成実会員：遠島会長 1 年間ご苦労様でした。 

久保 隆会員：1 年間ご苦労様でした。 

松下徳良会員：会長、幹事 1 年間お疲れ様でした。 

新谷喜信会員：遠島会長、西幹事 1 年間ありがとうございました。 

岡出敏美会員：この 1 年間皆様ご苦労様でした。 

池﨑 潤会員：皆様 1 年間お疲れ様でした！ 

葛西純一会員：1 年間お疲れ様でした！ 

2 日 (金) 札幌幌南 会長・幹事就任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 6 日 (火) 札幌清田 退任挨拶・就任挨拶 (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 移動例会 7 日 (水) モーニング 会長・幹事就任挨拶 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

5 日 (月) 札幌南 就任挨拶 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 7 日 (水) 札幌 理事・役員就任挨拶 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
5 日 (月) 札幌北 就任挨拶 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 7 日 (水) 真駒内 就任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
6 日 (火) 札幌西 移動例会 7 日 (水) 新札幌 就任挨拶 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
6 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 8 日 (木) 札幌東 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

●主要プログラム 

「会長・副会長・幹事 退任挨拶」 

遠島 芳然会長 

2020～2021 年度はコロナ禍の

中、多難な船出となりました。そ

の中で例会も政府や北海道によ

る 2 回の非常事態宣言により、新

型コロナウイルス拡大防止のため、11/19から3/4まで、

約 4 ヶ月間に亘る間と 5/13 から 6/17 までの休会となり

ました。今年度は会員の健康を考えての感染症対策や危

機管理のクラブ運営が殆どでした。2020～2021 年度は

コロナウイルスに振り回されましたが、次年度ではコロ

ナの終息を願い、多くの先輩方の心を受け継ぎながら、

会員の皆様の協力に感謝させて頂きます。1 年の間本当

にありがとうございました。 
穴倉 廸彌副会長 
今年度を振り返ってみると、コ

ロナ禍の影響で例会の休会が大変

多く満足な活動が出来なかった事

は残念の極みです。この異常事態

は当分続くと思いますが困ったものです。いずれにして

も、本年度活動が充分でなかった事は反省させられます。 
西 智樹幹事 
軽く振り返りますと丁度 1 年前

に遠島会長より新年度アッセンブ

リーの席で突然緊急指名を受け心

の整理が出来ないまま今年度のス

タートをきりました。幸か不幸か 1 年前に幹事を経験し

ていたので、どうせやるならば、前回出来なかった事を

少しでも出来ないかなと思いましたが、残念な事にコロ

ナが終息せず、ますます危険な状態になり年度の 6 割か

ら 7 割活動できず色々と模索しましたが、消化不良で終

了してしまいました。理事の皆様には大変な中、毎月の

理事会に参加して頂きありがとうございました。大変感

謝しております。来年からスタートする新年度も色々と

経験をした事が無い事をクリアーしながら1年間会員の

皆様が健康でロータリー活動が出来るよう願って、また

私なりに会の力になれるように頑張ります。1 年間あり

がとうございました。 
 

  

例会場：京王プラザホテル札幌 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎○西智樹、山本耕司、冨岡公治、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 

次回プログラム         7/8（木） 理事・役員・委員長就任挨拶 

理事、役員、委員長 

                                    ソング：我らの生業 

ニコニコＢＯＸ 


