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7月 1日(木) 晴れ 

●ソング／君が代・クラブ会歌 

●司会／菊田 等会長 

●ゲスト／なし 

●ビジター／なし 

●7月 1日出席率／会員 31名中欠席 8名、規定除外者4

名 70.3% 

●4月 22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／RLI 委員会よ

り、RLIセミナーパート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

お渡しいたします。 

●幹事報告／富良野 RCより

創立 60 周年記念事業のＤＶＤが届きました。ご興味の

ある方は、事務局までお申し出ください。／ロータリー

の友事務所よりロータリー日本 100年史の告知が届いて

おります。ご購入をご希望の方は事務局までお申し出く

ださい。／各委員会 委員長の皆様、遠島年度の活動報

告書と菊田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。／クラブ会報用ファイル、ロータリーの

友 7月号が届きました。配布しておりますので、お持ち

帰りください。／本日例会終了後、菊田年度最初の定例

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。／事務局員が７月より交代となります。

田村から同職場の税理士法人さくら総合会計 総務部の

沢田汐里に変更となります。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額 560,000円 達成額  0円 達成率 0％ 

 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額 572,250円 達成額  0円 達成率 0％ 

●ニコニコ BOX／ 

目標額 1,000,000円 達成額 30,000円 達成率 3％ 

●主要プログラム 

「会長・副会長・幹事就任挨拶」 

菊田 等会長 

新年度を迎えるにあたり一

言ご挨拶をさせていただきま

す。思い起こせば 2011 年 5 月

に入会し早 10 年が経過し、ま

さか私が会長としてこの場に

いようとはつゆにも想像して

おりませんでした。元々私は人見知りの性格で、あまり

目立つことの嫌いな人間なので、このような立場になる

前に退会しようと真剣に考えたこともあります。しかし、

皆さんと知り合うことが出来、自分にはない考え方、生

き方を知る機会を得た私としてはロータリーから離れる

ことを思い留まらせる理由となりました。実は会長就任

を前に私にとって大先輩である森本先生が亡くなられた

ことは大変ショックであり、先生には会長になった姿を

是非見ていただきかったと痛感しております。本当に残

念で仕方ありません。改めてご冥福をお祈り申し上げた

いと存じます。また、昨年度は数名の方の退会届が提出

されており、やはりコロナ禍の影響による例会の中止、

活動の停止が大きな要因となったような気がします。そ

れに加えて活動自体に魅力がなくなってきたのも一因で

はないでしょうか。先輩方からは昔はよく飲みに行った

とか、海外もよく行った等、活発に活動されていたと聞

いております。私が入会しました当初もそれなりにアク

ティブだったような気がします。しかし、ここ最近だと

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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  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 



9 日 (金) 札幌幌南 五大奉仕委員長挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 14 日 (火) 札幌清田 移動例会
9 日 (金) ライラック 定例休会 14 日 (火) 大通公園 定例休会
10 日 (土) 札幌手稲 移動例会 14 日 (水) モーニング ミニフォーラム　委員会活動 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

12 日 (月) 札幌南 委員会活動方針 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 14 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
12 日 (月) 札幌北 第1回クラブ協議会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 14 日 (水) 真駒内 理事・役員・委員長挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
13 日 (火) 札幌西 移動例会 14 日 (水) 新札幌 休会
13 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 15 日 (木) 札幌東 理事・委員長挨拶 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

ゴルフは楽しそうですが、本来の奉仕活動はどうかと言

うと、よりインパクトのあるものとは言い難いのではな

いでしょうか。さて、2021―2022年度のRIのテーマは

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」

SERVE TO CHANGE LIVESと提唱しています。RI会

長シェカール・メータ氏はその奉仕活動をよりインパク

トのあるものにするために、過去 17 年間 120 万人と変

わらないロータリーの会員数を 130 万人にすること

「Each One,Bring One」（会員一人が一人を勧誘）との

考え方で会員増強を目指します。本年度は札幌西北 RC

創立 45周年となります。その伝統の中で「明るく、楽し

く、出席しやすいクラブ」ということを念頭に置いて活

動してまいりましたが、クラブとしての転換期を迎えて

いるのではないでしょうか。当クラブの目標としては「例

会の充実、委員会活動の活性化、新規奉仕プロジェクト

の企画立案、会員増強」であり、魅力のあるクラブづく

りを目指し情報発信することが結果として会員増強につ

ながると確信しております。その為には会員皆様のご支

援、ご指導、ご鞭撻の程よろし

くお願いいたし就任のごあい

さつに代えさせていただきま

す。 

西岡 憲廣副会長 

今年度、菊田会長の下で副会

長を仰せつかりました。昨年度

はコロナでクラブ奉仕活動が制限され、例会も休会が多

くなりました。今年度はコロナ収束を願うばかりですが、

まだ状況が続いていくことが予想されますので、工夫を

凝らしながら進めていくことが肝要かと思います。

ZOOM を利用したハイブリット型例会等会員の皆様と

お会いできる機会を増やしたいと思っております。クラ

ブ活性化を念頭に入れながら乗り越えていきたいと思っ

ております。又、今年度は当クラブ創立 45 周年にあた

ります。会員の皆様方のご指導、ご協力お願い致します。 

得能 宗洋幹事 

札幌西北ロータリークラブ入会

8 年目で、今年度 2 度目の幹事を

務めさせていただく得能です。前

回は池上会長時創立40周年で、今

年度菊田会長で 45周年です。私自

身昨年仕事の環境に変化があり、

とても忙しく頭を使っています

が、忙しい時ほどいい循環が目指している方向に向かう

と信じております。この大事な節目に身の引き締まる思

いです。その中でよりロータリーを学ばせていただく事

ができ、菊田会長が掲げているクラブ目標の達成・実現

に向けてしっかりと務めていく所存です。この目標の達

成・実現には会員の皆様のご協力なくしては実現出来ま

せんので 1年間何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

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               7/15（木） 新会員卓話 

関 欣昌会員 

                                   ソング：手に手つないで 

 

菊田 等会員：新年度がいよいよ始まります。皆様のお力添えの程よろしくお願いいたします。 

西岡憲廣会員：今年度副会長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

得能宗洋会員：1年間よろしくお願いいたします！ 

渡邊葉子会員：菊田会長、得能幹事、理事役員の皆様、１年間よろしくお願いいたします。 

池﨑 潤会員：本年度もよろしくお願いいたします。 

新谷喜信会員：菊田丸の出航を祝して。 

山本耕司会員：１年間よろしくお願いします。 

松下徳良会員：菊田丸の出航を祝って＆入会記念。 

安藤壽建会員：新会長、理事の皆さんよろしくお願いします。 

久保 隆会員：菊田・得能年度始まります！１年間頑張ってください！ 

海野 均会員：菊田会長、得能幹事、１年間頑張ってください。 

小川眞治会員：菊田年度の出航です。理事の皆さんよろしくお願いします。 

遠島芳然会員：祝 菊田年度。 

ニコニコＢＯＸ 


