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『2030年私の履歴書』 

濱中 宜樹 会員 
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4月21日(木) 晴れ 
●ソング／手に手つないで 
●司会 ／菊田 等会長 
●ゲスト／ 
【ＮＰＯ法人 勇者の会】 
・代表理事  阿部美幸様 ・副代表理事  谷岡ひとみ様 
・理事    西下利恵様 ・監事、事務長 嶺  正子様 
【札幌西北ロータリークラブ 元会員】 
 ・多米  豊様／安田 浩司様／山岸 曉雄様 
・井口 光雄様（ヘルシンキ北西ロータリークラブ）                           

●4月21日出席率／ 
会員34名中欠席14名、規定除外者4名53.3% 

●3月31日確定出席率／ 
会員34名中欠席0名、規定除外者4名100% 

●会長報告／なし 
●幹事報告／前回の例会終了後に、定例理事会を開催致しま
したのでご報告致します。詳細は議事録をご確認ください。
①今年度の年間プログラムを審議し、承認されました。例会
場の空き状況の関係から6月の予定を次の2点変更致しまし
た。6/2に夜間移動例会を予定していましたが6/30に変更と
なりました。6/23を理事会裁量により休会に変更致しました。
②IAC 年次大会について、2 月の定例理事会にて保留となっ
ていましたが、まん延防止等重点措置も解除されましたので、
6/16・17に開催が決定致しました。支援金拠出に関しまして、
クラブ負担で拠出することが承認されました。尚、金額につ
きましては大会の決算状況を鑑みて最終決定をする予定で
す。③今後の例会場について、札幌三越より例会場利用再開
の報を受けまして、5 月より札幌三越に例会場を戻すことに
決定致しました。また、ZOOM配信にて例会場を俯瞰で映す為、
Webカメラを購入する事が承認されました。④菊田会長より、
衛星クラブの進捗状況について報告がありました。衛星クラ
ブ会員候補者の皆様を募り、準備委員会の開催を予定して進
めています。衛星クラブ会員と西北ロータリークラブ会員の
顔合わせとして今後例会へ招待する予定です。／5/28(土)・

29(日)に開催されます第1回ライラセミナーのご案内が届き
ました。次世代のリーダーを育成する事を目的としてロータ
リアンの会社で働く社員の方、家族、知人、ローターアクト、
奨学生、交換留学生などを対象にしたセミナーです。ご興味
のある方は事務局までお問い合わせください。／6/17(土)・
17日(日)に開催されます国際ロータリー第2510地区IAC年
次大会のご案内が届きました。今年度は当クラブと札幌山の
手高等学校インターアクトクラブがホストを務め、定山渓ビ
ューホテルで開催されます。後日、詳細なご案内を皆様に送
付予定です。ホストクラブにもなっておりますのでぜひ皆様、
ご参加をお願い致します。／6/25(土)にオンラインで開催さ
れます国際ロータリー第2510地区ローターアクト第49回地
区大会のご案内が届きました。今年度のテーマは「縁人～エ
ンジン～」となっております。お申し込みの締め切りは
5/31(火)までとなっております。ご興味のある方は事務局ま
でお問い合わせください。／次週、4/28（木）と 5/5(木)は
国民の休日週により、休会です。次回の例会は5/12（木）と
なります。理事会で承認されました通り次回より例会場が札
幌三越の4階ライラックルームに変更となります。また、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。 
●委員会報告／なし 
●米山記念寄付／ 
目標額560,000円 達成額363,500円 達成率 64.9％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額572,250円 達成額636,100円 達成率111.1％ 
●ニコニコBOX／ 
目標額1,000,000円 達成額467,000円 達成率46.7％ 
 
●主要プログラム 
『第45回創立記念夜間例会』                    

クラブ奉仕委員会 
日  時：2022 年4 月21 日(木)18：30～ 
会  場：京王プラザホテル札幌 22F「ペガサス」 

Vol.XLIII  No.２０９０ 

第２０９０回 例会 

2022 年5 月12 日（木） 

 

第２０９０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 人生を豊かにする為に 

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 

誕 生 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             な し 

家族感謝の日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             岡出 敏美 会員（５月１３日）                                                                                           

創 業 記 念 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 安酸 敏眞 会員（明治１８年５月１６日）（学）北海学園 

松下 徳良 会員（昭和５７年５月１６日）㈱京王プラザホテル札幌 

入 会 記 念 日                                                                                                                              菊田  等 会員（平成２３年５月１２日） 



18：40 開  会・ゲスト紹介 
司 会：クラブ奉仕委員会副委員長 

葛西純一会員 
18：43 会長挨拶        会長 菊田 等会員 
18：48 乾  杯 

副会長（兼創立45周年実行委員長） 
西岡憲廣会員 

～開宴～ 
19：15 札幌西北ロータリークラブ45周年の歩みDVD 
19：25 記念事業報告 

奉仕プロジェクト委員会委員長 
松下徳良会員 
勇者の会様 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19：30 歴代会長・幹事表彰 
 
 
 
 
 
 
 
19：40 創立以来出席優秀会員表彰(10年以上100％） 
 
 
 
 
 
 
19：50 元会員の皆様よりご祝辞のスピーチ 
20：25 閉会の言葉 

会長エレクト 得能宗洋会員 
20：30 閉会点鐘 
 
 
 
 

 

 

  

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    5 月 19 日（木）  『コロナ渦を生き抜く』 

NPO 法人メモリアル 理事長 髙瀨 博氏 

                                  ソング：手に手つないで 

 

菊田 等会員：創立 45 周年夜間例会、皆様よろしくお願いいたします。 
得能宗洋会員：クラブ奉仕委員会の皆様ありがとうございます。 
西岡憲廣会員：45 周年記念夜間例会、楽しみにして参りました。 
池上喜重子会員：45 周年おめでとうございます。40 周年を思い出します。  
小川眞治会員：創立記念例会を祝して。 
久保 隆会員：45 周年記念おめでとうございます。 
渡邊葉子会員：45 周年、おめでとうございます。 
小林秀樹会員：遅れてごめんなさい。 
松下徳良会員、遠島芳然会員、吉田聡子会員、池﨑潤会員、関欣昌会員、葛西純一会員：創立 45 周年を祝して。 
安田 浩司様：札幌西北 RC の 45 周年おめでとうございます。久方ぶりに皆様にお会いでき嬉しく思います。 
ヘルシンキ北西 RC 井口光雄様：45 周年おめでとうございます。 

ニコニコＢＯＸ 

13 日 (金) 札幌幌南 15日繰下げ移動例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 17 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
13 日 (金) ライラック 定例休会 17 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
14 日 (土) 札幌手稲 ZOOM例会 18 日 (水) モーニング 夜間移動例会
16 日 (月) 札幌南 ゲスト卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 18 日 (水) 札幌 ほっかいどう学推移新フォーラム理事長 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
16 日 (月) 札幌北 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 18 日 (水) 真駒内 移動例会　観桜会
17 日 (火) 札幌西 青少年教育について 18 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
17 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 19 日 (木) 札幌東 21日繰下げ例会

市内他クラブのプログラム


