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札幌西北ロータリークラブ

創立 1977 年 4 月 21 日

会長 菊田 等 幹事 得能 宗洋
クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2021～2022 年度 シェカール・メータＲＩ会長 奉仕しよう みんなの 人生を豊かにする為に
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2021 年 12 月 9 日（木）
誕

生

日

遠島 芳然 会員（１２月１３日）

家族感謝の日

な し

創 業 記 念 日

な し

入 会 記 念 日

な し

第２０７８回

『テロと紛争の解決に向けて〜新しい紛争解決〜』
ＮＰＯ法人アクセプト・インターナショナル 河野 智樹 様
ソング：四つのテスト

例会報告

12 月 2 日(木) 曇り

ーレートは 114 円です。(前月 114 円)／例会終了後に定例
●ソング／クラブ讃歌
理事会を開催致します。理事・役員の皆様は、ご出席をお
●司会 ／菊田 等会長
願いします。
●ゲスト／なし
●委員会報告／新谷喜信会員／網走にある新谷商店のお歳
●12 月 2 日出席率／会員 32 名中欠席 4 名、規定除外者 3 暮のチラシを配布させて頂きました。現在は甥が経営してい
る会社です。ぜひご検討下さい。
名 86.2%
●11 月 11 日確定出席率／会員 32 名中欠席 0 名、
●米山記念寄付／
規定除外者 3 名 100%
目標額 560,000 円 達成額 172,000 円 達成率 30.7％
●入会式／長谷川累偉さんの
●ロータリー財団寄付／
入会式が行われました。
スポン
目標額 572,250 円 達成額 267,100 円 達成率 46.7％
サーは海野会員で、
事務機器を
●ニコニコ BOX／目標額 1,000,000 円 達成額 295,000 円
取り扱っているアールケイリ
達成率 29.5％
ンクス㈱を経営されています。
●主要プログラム『年次総会』
●会長報告／渡邊葉子会員へ、
菊田 等 会長
ロータリー財団より 7 回目の
次々年度会長及び次年度役員・理事
マルチプル・ポール・ハリス・
の選挙の結果、次の通り全員一致で
フェローピンが届いておりますので贈呈致します。／ロー 信任されました。
タリーの友より事業報告書と会計報告書が届きましたの 次々年度会長
：西 智樹会員
：望月陽介会員
で報告いたします。コロナの影響により赤字が続き、運営 次年度副会長
：吉田聡子会員
が厳しい状況のようなので、何か支援できれば、と考えて 次年度幹事
次年度奉仕プロジェクト委員長：海野 均会員
おります。
：西 智樹会員
●幹事報告／先日の 24 日(水)に第 3 回クラブ内勉強会を 次年度クラブ奉仕委員長
：池﨑 潤会員
開催しました。講師は菊田会長が担当して下さいました。 次年度会計
テーマは「クラブコミュニケーション」について講義頂き、
14 名がご参加されました。菊田会長、ありがとうございま 次々年度会長：西 智樹会員 こんなに早く自分の番が来る
とは、入会時は想像もつきま
した。次回は 12/21(火)の 19 時から開催予定です。講師は
せんでした。少し気が重いで
西岡副会長でテーマは「札幌西北ロータリークラブの歩み」
すが、今年度の菊田会長、次年
についてです。時期が近づいてきましたら、改めてご案内
度の得能会長をよく観察して、
致します。皆様のご参加をお待ちしております。／あしな
皆様に迷惑がかからないよう
が育英会より「あしながファミリー」が届きました。ご興
に頑張ります。よろしくお願
味のある方は事務局へお声がけ下さい。／今月のロータリ
い致します。

次年度副会長：望月陽介会員
皆さんこんにちは。年次総会に急きょ出席できなくなりまし
たのでコメントにて失礼致します。今年度は社業に専念すべ
く一旦は退会を考えましたが、やはり私にとって皆様との関
わりは大切であり、毎回の例会出席はかないませんが、西北
の会員として少なからず共に活動を続けさせて頂いておりま
す。 副会長という事ですが、次年度は得能会長・吉田幹事共
に明るく、パワフルなコンビですので、コロナが続く中でも
明るい活動となることでしょう。その中でやや暗めの私が足
を引っ張らないよう、せめて会長が欠席の際には代理を務め
させて頂きます。活動については、菊田会長の方針を引き継
ぎつつ充実した活動内容の実現に向け、伝統を引き継ぎつつ
一歩でも前進・進化するようお手伝いさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

次年度奉仕プロジェクト委員長：海野 均会員
皆様、お疲れ様です。次年度得能会長より奉仕プロジェクト
委員長を任命されまして、快く享けさせて頂きます。今年度
松下奉仕プロジェクト委員長を筆頭に推進している 45 周年
記念奉仕活動「勇者の会」の立ち上げと実行の年となります
ので、次年度は松下委員長との引継ぎをし、
「勇者の会」継続
をどの様に実行していくのかを、会長とともに行動して行き
たいと思っております。また、先日創成川のゴミ拾いを行い
ましたが、皆さんが参加でき、
インターアクトクラブと一緒
に行えるような、気軽な奉仕活
動を実施していきたいと思い
ます。
皆様よろしくお願い致します。

次年度幹事：吉田聡子会員
次年度幹事を仰せつかりました吉田です。今日は出張中で、
ちょうど移動中の時間で Zoom も難しく、大切な年次総会に
出席できずに本当に申し訳ございません。幹事という大役を
仰せつかり、
「え～吉田を幹事にするなんて、大丈夫～？」と
いう皆様の声が聞こえてくるようで大変恐縮しております。
得能次年度会長、皆様にご迷惑がかからないよう頑張ります
ので、よろしくお願い致します。 得能次年度会長の持つ、明
るく温かな雰因気そのままのハートフルな西北イヤーになる
予感がしております。会員の皆様にとって、有意義で楽しい
クラブ運営に少しでもお役に立てますよう頑張ります。
どうぞよろしくお願い致します！

次年度クラブ奉仕委員長：西 智樹会員
得能次年度会長に迷惑がかからないように頑張ります。会員
の皆様。よろしくお願い致します。
次年度会計：池﨑 潤会員
次年度、会計を仰せつかりまし
た池﨑です。会計は適切な資金
管理を通じてクラブの財務の健
全性を保つ重要な役割だと認識
しています。ご指名いただきま
したのでしっかりと役割を果た
していきたいと考えます。どう
ぞよろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ
菊田 等会員、得能宗洋会員：本日の総会、よろしくお願い致します。
西岡憲廣会員：年次総会、皆様ご苦労様です。
（12/2 分）／誕生日祝として（11/18 分）
池上
会員：年次総会、おめでとうございます。
2 つの記念日祝って頂きありがとうございます。
池﨑 潤会員：本日もよろしくお願い致します。
海野 均会員：新入会員、長谷川君をよろしくお願い致します。
葛西純一会員：長谷川様、ご入会おめでとうございます。
西 智樹会員：年次総会です。皆様、ご苦労様です。
岡出敏美会員：年次総会、よろしくお願い致します。
新谷喜信会員：網走の新谷商店のパンフレットを配布させてもらいました。ご検討下さい。
10
10
11
13
13
14
14

日
日
日
日
日
日
日

市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 通常例会
(金) ライラック 定例休会
(土) 札幌手稲 移動例会
ゲスト卓話(渡邊RLI委員長)
(月) 札幌南
(月) 札幌北
会員卓話
(火) 札幌西
移動例会
(火) はまなす 会員卓話

次回プログラム

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

(札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

12 月 16 日（木）

14
14
15
15
15
15
16

日
日
日
日
日
日
日

(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

『年男の今年の振り返り』

クラブフォーラム
定例休会

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)

理事会裁量により休会

年次総会
夜間例会年忘れﾊﾟｰﾃｨｰ

夜間例会
夜間例会年末親睦家族会

(札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
(ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
(ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

ソング：奉仕の理想

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

