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7月 15日(木) 晴れ 
●ソング／手に手つないで 
●司会／菊田 等会長 
●ゲスト／なし 
●ビジター／なし 
●7月 15日出席率／会員 30名中欠席 6名、規定除外者

3名 77.7% 
●7月 1日確定出席率／会員 31名中欠席 0名、規定除外
者 4名 100% 

●会長報告／なし 
●幹事報告／6/28 付で桶谷会員より退会届が届きまし
たので持ち回り理事会を開催し、退会が承認されました。
／ガバナー月信用ファイルとガバナー月信用 7月号が届
きました。各席に配布しておりますので、お持ち帰りく
ださい。／ビジター来訪について、当クラブからも札幌
市内のクラブへお願いの文書をお送りしました。ビジタ
ー来訪は歓迎しますが、ご参加される際は事前にご連絡
をお願いしたい旨を通知しました。また、ご来訪時はマ
スクの着用、手指の消毒、検温の他、お食事中のご歓談
についてもできる限りお控えいただきたいと通知してお
ります。／大日向ガバナーより、義援金のお願いが届き
ました。7/3 に静岡県を襲った豪雨の影響で、熱海市伊
豆山で大規模な土石流が発生しております。当地区では、
各クラブ皆様のご理解とご協力のもと、被災者の生活再
建援助、支援を目的に義捐金を募り、被災地区へお届け
することとなりました。当クラブとしても今回の協力要
請に対応すべく、義捐金箱を用意いたしましたので、ご
協力をお願いいたします。／ＲＬＩ（ロータリー・リー
ダーシップ研究会）パート１のオンラインセミナーのご
案内が届きました。これまでは会長エレクト・幹事エレ
クト・研修リーダーが参加対象者であったかと思います
が、今回は対象者を設けずに、各クラブの状況に合わせ
て、会長が受講者をお決めいただきたいとの通知がきて
おります。今後、菊田会長を中心に当クラブの受講者を
検討して参りたい予定です。決まり次第、改めてご報告
させていただきます。なお、開催日は 9/12(日)の予定で、

参加費は 2,500円となっております。お声がかかった方
はご参加願います。／地区大会が今年度もオンラインを
利用したハイブリット型で開催されます。開催日は
10/9(土)、10/10(日)で、親睦ゴルフ大会は 10/8(火)で
す。案内文やパンフレットを配布しておりますので、ご
確認をお願いいたします。ご参加を希望される方は、
8/6(金)までに、配布した申込書を事務局までご提出くだ
さい。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、今
回も指定された出席者の方々のみが現地での参加となり
ます。指定出席者に該当されない方は、オンラインでの
参加が要請されておりますので、ご了承ください。指定
出席者の対象者は配布した申込書をご確認ください。ま
た、入会 3年未満の方々は、原則出席義務となっており
ます。万障繰り合わせの上、オンラインにてご参加いた
だきますよう、よろしくお願い申し上げます。実行委員
会より、多くの会員の皆様にオンライン地区大会を体験
いただきたいとの呼びかけがありましたので、たくさん
のご登録をお待ちしております。また、ご登録いただい
た方は、登録料を事務局までお支払いください。／次週
7/22(木)は法定休日（海の日）のため、休会となります。
次回の例会は 7/29(木)ですので、お間違えの無いようご
注意ください。また、次回はガバナー公式訪問となって
おります。皆様、ぜひご出席くださいますよう、よろし
くお願いいたします。また、クラブ協議会にご参加され
る皆様は、11時までにお集まりください。 
●委員会報告／なし 
●ガバナー補佐よりご報告／
今年度第 4 グループのガバナ
ー補佐を務めることとなりま
した。よろしくお願いいたし
ます。今年度の公式訪問は例
年よりも早い時期に開催され
ますが、皆様ご出席をお願い
いたします。ガバナーより、各

誕 生 日  な し 

家族感謝の日  な し 
創 業 記 念 日  冨岡 公治 会員（昭和４９年８月１日）冨岡法律事務所 

小林 秀樹 会員（昭和６２年８月１日） 
医療法人社団 秀英会 こばやし歯科医院 

          得能 宗洋 会員（平成３０年８月１日） 
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ㈱ 

菊田  等 会員（平成１４年８月２日）株式会社キャリア・フォース 

入 会 記 念 日  な し 
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第２０６５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 



30 日 (金) 札幌幌南 Zoomのゲストを迎えて (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 3 日 (火) 札幌清田 ガバナー公式訪問 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
30 日 (金) ライラック 合同例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 3 日 (火) 大通公園 定例休会
31 日 (土) 札幌手稲 移動例会 4 日 (水) モーニング 朝移動例会
2 日 (月) 札幌南 ガバナー公式訪問 (ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ札幌) 4 日 (水) 札幌 夜間移動例会 (京王プラザホテル札幌)

2 日 (月) 札幌北 前年度出席100％表彰 4 日 (水) 真駒内 ガバナー公式訪問 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌)
3 日 (火) 札幌西 理事会裁量により休会 4 日 (水) 新札幌 ガバナー公式訪問 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
3 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 5 日 (木) 札幌東 ガバナー公式訪問 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

クラブの周年行事に関する情報やコロナの影響による例
会場の変更等は、逐一ガバナー事務所へ報告してほしい
との言付けを預かりましたのでご協力をお願いいたしま
す。また、今年度は奉仕活動の進捗報告書を用意いたし
ました。実施予定の活動について今どこまで進んでいて、
どこまで終わっているか、進捗に変更があったら都度ご
提出をお願いいたします。地区大会については、本日配
布された案内文のスケジュールと登録料で行われる予定
ですが、予定通り問題なく開催できるかは9月中旬頃に
検討されますので何かあればお知らせいたします。今月
のガバナー月信の表紙は、ガバナーがご自身で撮影され
たそうです。今後、各地区の写真が使用される予定で、
第4グループの写真を私が頼まれておりますので、資料
館で何か良いものはないか探したいと思います。最後に
なりますが、体調に留意しつつ1年間腰を据えて頑張り
たいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたし
ます。 
●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 121,100円 達成率 21.2％ 
●ニコニコ BOX／ 
目標額 1,000,000円 達成額 74,000円 達成率 7.4％ 
●主要プログラム 
「新会員卓話」関 欣昌会員 
今年 4 月に入会させていた

だきました関と申します。よ
ろしくお願いいたします。 
私は昭和 39 年 8 月上砂川

町に生まれました。中学 1 年
で卓球部に入り、以降卓球に
のめりこむことになります。中学の途中で札幌に転居し、
平岸中学に通いました。高校は中の島の北海道工業高校

です。今は名前
が変わって、北
海道科学大学高
校といいます。
高校でも卓球に
明け暮れる毎日
でした。大学は
東京の法政大学

に進みました。ここでも卓球部に所属しましたが、思う
ようには卓球の成績は伸びませんでした。 
何とか4年で大学を卒業し、北海道電力に入社しまし

た。これまでの勤務地は、室蘭・札幌・帯広・函館・苫
小牧等です。苫小牧に自宅があり、現在は単身赴任です。
自宅では、猫2匹、犬2匹を飼っています。 
現在私の所属する会社

は「北海道電力ネットワ
ーク株式会社」といいま
す。「送配電事業」を担当
する会社です。ＬＩＮＥ
で停電情報をお知らせす
るというサービスを最近
始めました。よろしけれ
ばＬＩＮＥのご登録をお
願いいたします。エアコン・エコキュート・ＩＨクッキ
ングヒーター等のご提案や、電気自動車のＰＲ等も行っ
ています。電気自動車については、最近企業やご家庭の
非常災害対応としても注目度が上がっています。弊社で
は、ご希望されるお客様には、電気自動車から建物への
給電方法の実演等を実施しています。ご興味のある方が
いらっしゃいましたらお気軽にお声がけください。 
ほくでんグループへの変わらぬご愛顧の程お願いし、

簡単ではございますが、小生の卓話を終了させていただ
きます。

 

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  8/5（木） 会員増強について 

会員増強委員会 西 智樹会員 

                                 ソング：クラブ讃歌 

 

菊田 等会員：本日の卓話、関会員よろしくお願いいたします。 

西岡憲廣会員：関新会員をお迎えして。 

得能宗洋会員：関さん、本日よろしくお願いいたします！ 

久保 隆会員：関さんの卓話楽しみにしています。 

葛西純一会員：関会員の卓話を楽しみにしております。 

池﨑 潤会員：関さんの卓話楽しみにしております。 

海野 均会員：関さん、卓話楽しみにしております。 

岡出敏美会員：関さんの卓話楽しみにしております。 

安藤壽建会員：関さん新会員卓話楽しみにしています。誕生日祝っていただきありがとうございます。 

遠島芳然会員：本日の卓話、楽しみです！ 

ニコニコＢＯＸ 


