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7月 8日(木) 晴れ 
●ソング／我等の生業 
●司会／菊田 等会長 
●ゲスト／なし 
●ビジター／なし 
●7月 8日出席率／会員 31名中欠席 7名、規定除外者4
名 74.0% 

●6月 24日確定出席率／会員 35名中欠席 0名、規定除
外者 3名 100% 

●会長報告／なし 
●幹事報告／前回例会終了後、菊田年度最初の定例理事
会を開催しましたので報告致します。今年度の理事・役
員・委員会についてと、前年度会計報告書・今年度予算
案、年間プログラムについて承認されました。上期会費
請求書は理事会承認後に発送しておりますので、期日ま
でにご入金をお願い致します。インターアクトクラブへ
の今年度の支援金については、例年通り 50,000 円で承
認されました。当クラブの MUの扱いについて、前年度と
同様欠席でも MU出席扱いとすることが承認されました。
また、移動例会時、他クラブへの MU受付も行わないこと
が承認されました。それに伴い出席率が 100％となる事
から、今年度も出席報告発表を省略することも合わせて
承認となりました。／ガバナー公式訪問ですが、開催日
は 7月 29日木曜日です。時間は 10時より会長幹事会を
行い、11時から理事・役員の皆様でクラブ協議会を行い
ます。ガバナー公式訪問例会は 12時 30分より行います
ので、皆様ご参加頂きますよう、よろしくお願い致しま
す。また入会 3年未満の会員におかれましてもクラブ協
議会の出席をお願い致します。／札幌東 RCより、ビジタ
ー来訪に関するご案内が届きました。通常例会時、ビジ
ター来訪は可能との事ですが、可能な限り座席配置の関
係で事前に申し込みをお願いしたいとの事です。ご参加
を希望される場合、直接札幌東 RCにご連絡頂くか、事務
局を通じて申し込みをお願い致します。また、参加時は
マスク着用と手の消毒に加え、お食事中のご歓談はお控
え頂きたいとの事ですので、ご参加される際はご留意く
ださい。／札幌西 RCより、創立 60周年記念誌が届きま
した。ご興味のある方は、事務局までお申し出ください。
／今年度ロータリー文庫が新たに電子図書館へ移行され
ることとなり、WEBサイトを通じで資料が公開されます。
ロータリー文庫のホームページの利用方法について案内

が届いておりますので、ご興味のある方は事務局迄お申
し出ください。／7月 10日の 14時から札幌ガーデンパ
レスで故森本会員のお別れ会が行われますので改めてご
案内致します。 
●委員会報告／なし 
●米山記念寄付／ 
目標額 560,000円 達成額 100,000円 達成率 17.9％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額 572,250円 達成額 110,000円 達成率 19.2％ 
●ニコニコ BOX／ 
目標額 1,000,000円 達成額 54,000円 達成率 5.4％ 
●主要プログラム 
「理事・役員・委員長就任挨拶」 
クラブ奉仕委員長 池﨑潤会員 
クラブ奉仕委員会委員長を仰せつか
りました池﨑です。前年度はコロナウ
イルス感染拡大によって、ロータリー
活動も制限されてしまい交流の機会が奪われてしまいま
した。収束の状況を見ながらにはなりますが、魅力的で
学びの多いプログラムを提供すると共に、皆様が楽しめ
る場、会員間の親睦を深める場をつくってまいります。 

奉仕プロジェクト委員長 
松下徳良会員 

5 大奉仕のうち 4 大奉仕を担う委員会
ですが、人数は 5人ですので各事業に
委員会全員で取り組みます。菊田年度
は 45 周年に当りますので、新しい奉
仕事業を立ち上げ、継続事業としてい

きたいです。アイデアをお寄せください。また、山の手
高校 IACと連携を強化し、ホストとして地区インターア
クト年次大会を成功に導きたいと思います。 
社会奉仕委員 髙見幸浩会員 
社会奉仕委員を拝命いたしました髙見です。昨年入会し
たばかりの若輩者ではございますが、本業での「社会貢
献」実績をご勘案頂いて「何かネタを」とのことと存じ
ます。菊田会長、松下委員長のご指導
のもと、お役に立てる範囲で頑張らせ
て頂ければ幸いです。どうぞよろしく
お願い致します。 

誕 生 日  冨岡 公治 会員（７月１６日） 

安藤 壽建 会員（７月２３日） 

家族感謝の日  横山 哲也 会員（７月２１日） 

小林 秀樹 会員（７月２７日） 

         池﨑 潤  会員（７月２７日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 
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第２０６４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 
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クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 



16 日 (金) 札幌幌南 新入会員卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 20 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

16 日 (金) ライラック 通常例会 20 日 (火) 大通公園 通常例会
17 日 (土) 札幌手稲 移動例会 21 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

19 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 21 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

19 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 21 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

20 日 (火) 札幌西 移動例会 21 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

20 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 22 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム

国際奉仕委員 海野均会員 
菊田会長、得能幹事、奉仕プロジェクト
委員長松下さんより国際奉仕委員を命
ぜられ、今年度頑張っていきたいと思い
ます。但し、コロナの関係もあり国際大
会等訪問することができるかわかりま

せんので、2510地区での国際奉仕活動で寄付等を考えて
行きたいと思います。来年度インターアクト年次大会の
当番でもありますので、まだはっきりとは解りませんが、
決まり次第皆さんにご報告をしたいと考えております。
今年度よろしくお願い致します。 
青少年奉仕委員 吉田聡子会員 
奉仕プロジェクトの初回委員会で松下
委員長が「全ての奉仕を委員みんなで取
り組んでいきましょう」とおっしゃって
くださり、大変気がラクになりました。
またインターアクト年次大会もありま
すが、海野さんもいらっしゃいますし、安心して取り組
もうと思います。1年よろしくお願い致します。 
ロータリー財団委員長 渡邊葉子会員 

財団と聞くと、“寄付”“お金集め”と思
われる方が多いのではないかと思いま
す。財団の使命はロータリアンが、健康
状態を改善し教育への支援を高め、貧
困を救済することを通じて、世界理解、
親善、平和を達成できるようにするこ

とです。とされております。何故寄付が必要なのか？ど
のように使われているのか？を正しく知ることによって、
意義ある寄付行為であることをご理解頂けるのではない
かと思います。当クラブが、地区補助金申請を行わない
のは大変残念に思います。3 年前のクラブ財団寄付金額

の 4分の 1はクラブ奉仕活動に使用できます。財団月間
に皆様とご一緒に、財団について学びたいと思います。
その折は、どうぞ宜しくお願い致します。 

SAA 新谷喜信会員 
今期 SAA 委員長を拝命しました新谷
です。よろしくお願いします。新型コ
ロナ感染症の感染拡大防止のためマス
ク着用、手指消毒を促し、座席はスク
ール形式として、長テーブルに一人の

座席としソーシャルデスタンスを保つ。当面の間自由席
とする。ホームクラブ例会出席 100%を達成された会員
にはその功績を讃え記念品を贈る。 
会計 望月陽介会員 
得能幹事より、「2022-2023 年度は沢山
働いてもらうので今年度はお休みして
ね！」という意味で会計担当になったと
思います。会計の予算に関しては幹事、
支出に関しては各委員会等においてそれぞれ決済される
ので会計としては大方、半期ごとの監査があるだけと認
識しています。なので、クラブ奉仕委員長の池崎委員長
を始め、各委員会のお手伝いが出来ればと思っておりま
す。本年度も改めてよろしくお願い致します。 

直前会長 遠島芳然会員 
無事会長を終えてホッとしています。
コロナ禍の中、思うように活動が出来
ませんでしたが、クラスターもなく、健
康、安全、安心で活動出来た事は会員の
皆さんのご協力の賜物であると感謝し

ています。心残りは新年家族会や諸々の活動が中止にな
ったこと、菊田年度にはその分、盛大に活動して頂きた
いと思っています。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  7/29（木） ガバナー公式訪問 

RI第 2510地区 第 4グループ 大日向豊吉ガバナー・久保 隆ガバナー補佐 

                                    ソング：日も風も星も 

 

菊田 等会員：本日の例会、理事・役員・委員長挨拶よろしくお願いします。 

西岡憲廣会員：本年もよろしくお願い致します。 

得能宗洋会員：本日、理事・役員の皆様、よろしくお願い致します。 

池上 会員：菊田会長、西岡副会長、得能幹事、素晴らしい船出お祝いします。 

池﨑 潤会員：本日もよろしくお願い致します。 

岡出敏美会員：理事・役員・委員長就任おめでとうございます。よろしくお願い致します。 

海野 均会員：国際奉仕委員を命じられました。今年度よろしくお願い致します。 

久保 隆会員：各委員長の皆さん、１年間頑張ってください！ 

遠島芳然会員：役員の皆さん、１年よろしくお願いします。 

中嶋成実会員：菊田会長、得能幹事、１年間よろしくお願いします。 

松下徳良会員：奉仕プロジェクト委員長をさせていただきます。よろしくお願い致します。 

吉田聡子会員：今年度もよろしくお願いします！ 

ニコニコＢＯＸ 


