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『夜間移動例会～理事・役員退任挨拶～』
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クラブ奉仕委員会

プログラム

ソング：我等の生業
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例会報告

6 月 16 日(木) 雨
●ソング／四つのテスト
●司会 ／久保 隆 会員
●ゲスト／なし
●ビジター／なし
●6 月 16 日出席率／
会員 35 名中欠席 8 名、規定除外者 3 名 75.0%
●5 月 26 日確定出席率／
会員 33 名中欠席 0 名、規定除外者 3 名 100%
●会長報告／本日は、6 月 16
日・17 日開催のインターアク
ト年次大会に出席のため、会
長と幹事は会場の定山渓ビ
ューホテルより、リモート参
加しております。これから年
次大会が始まりますので、頑
張ってまいります。
●幹事報告／6/22(木)にホテル札幌ガーデンパレスにて新
旧引継ぎアッセンブリーを開催いたします。ご出席予定の今
年度及び次年度理事・役員の皆様はよろしくお願いいたしま
す。なお、今年度の活動報告書と次年度の活動計画書は本日
までに事務局までご提出いただきますようお願いいたしま
す。／次週、6/23(木)は理事会
裁量により休会です。次回の
例会は 6/30(木)18 時 30 分よ
り、京王プラザホテル 22F「ペ
ガサス」にて夜間移動例会と
なります。例会プログラムと
して、理事・役員の皆様の退任
挨拶を予定しておりますので、
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 559,500 円 達成率 99.9％
●ロータリー財団寄付／
目標額 572,250 円 達成額 796,100 円 達成率 139.1％

●ニコニコ BOX／
目標額 1,000,000 円 達成額 616,000 円 達成率 61.6％
●主要プログラム
『ガバナー補佐としての一年』
ＲＩ第 2510 地区 第 4 グループ 久保 隆ガバナー補佐
◎2510 地区は 12 グループ に分
けられています。クラブ数は、69
クラブ、札幌市内 15 クラブ、第
4 グループ（7 クラブ）
、第 5 グル
ープ
（8 クラブ）
4 グループ(担当)
→札幌 RC、札幌西 RC、札幌北 RC、
札幌モーニング RC、札幌西北 RC、
札幌手稲 RC、札幌はまなす RC
5 グループ→札幌南 RC、札幌東 RC、札幌幌南 RC、札幌真
駒内 RC、札幌清田 RC、札幌大通公園 RC、札幌ライラック
RC、新札幌 RC。
◎ガバナー補佐の役割の一つとして各クラブの活動の進
捗を把握、計画通りか確認し、ガバナーに報告します。ガ
バナーからの各クラブに伝えてほしい事を、橋渡しします。
◎ガバナー公式訪問の前に各クラブを訪問。
・ガバナー公式訪問が、例年より早く７月後半の計画にな
っていました。コロナによる例会場の変更、例会日の変更
の確認や、地区からの伝えなければならないこと（人頭分
担金振込・公式訪問の最終日程・周年事業・奉仕活動の進
捗）
などもあり、
7 月前半に各クラブへの訪問をしました。
・各クラブもガバナー公式訪問が 7 月ということで、クラ
ブ定款・細則、クラブ計画書、活動報告書を公式訪問の 2
週間前までに送られることになっていましたが、クラブ計
画書が公式訪問当日に刷り上がったクラブもありました。
・札幌モーニング RC は、朝 7：30 からの例会ですが、ラ
ジオ体操から始まります。
◎ガバナー公式訪問・・・7 月後半
・ガバナー、
ガバナー補佐の 2 名での訪問が普通でしたが、
前年度の福井ガバーから P・P の関係だと思いますが数名
加わるようになってきました。本年度は、地区幹事または
地区代表幹事が 1 名加わっていました。
（3 人）この件に関
して、札幌 RC の小山パストガバナーから、訪問は、ガバ

ナー1 人でいいのではとの指摘をしていました。私も同感
です。また、地区幹事などの宿泊、交通費は、地区からは
出ません。地区幹事の自費負担です。そこで考えたのがガ
バナーの土地から温泉が出て、その温泉成分でできたハン
ドクリームがあり、それを販売し、自費負担を補填したい
と考えたのでしょうが、第 4 グループの訪問が終わり、第
5 グループ札幌幌南 RC 訪問時に、羽部パストガバナーよ
り指摘され、その後クリーム販売は、取りやめたそうです。
次年度からは、従来通りガバナーと補佐の 2 名での公式訪
問にしてほしいです。
◎地区大会（函館）
・各クラブのガバナー補佐、会長、幹事が参加しました。
ガバナー補佐に課せられたスピーチ（5～10 分）
、テーマ
「地域の活性化と過疎化」でした。このテーマどう思いま
す？この時、本会議が遅れて、ガバナー補佐に与えられて
いる時間がほとんど無くなっていました。私は、4 番目で
す。話はじめてから、3 分程でチーン（合図）と終了を告
げられ、終了となりました。初めに過疎化の話、後半に活
性化の話にしてあったのですが、過疎化の話のみで終わっ
てしまいました。2 か月考えて作りあげましたのでショッ
クでした。同じ札幌市内の、第 5 グループのガバナー補佐
の方は、札幌は、活性化しており、過疎化もしていませ
ん・・・とスピーチしていました。
◎もう一つの役割として、札幌市内（第 4 グループ、第 5
グループ）会長・幹事会・・・ガバナー補佐が 15 クラブ
の会長・幹事を招集しとりまとめます。10 年以上経て、
様々な問題がありました。第 1 回（12 月）交換留学生支援
についての現状についてが、大きな主題でした。
（3 月）交
換留学生支援委員会を立ち上げるための準備会→各クラ

ブから担当委員を出してもらい打合せしました。各クラブ
の会員から 2,000 円拠出（交換留学生 2 名）当クラブでは
次年度青少年奉仕委員の葛西さんが担当です。第 2 回（4
月）札幌市内交換学生支援委員会会則の報告。次年度青少
年交換委員長から青少年交換事業の近況報告。合同事務所
移転について道ビルから敷島ビルに移転。IM（インターシ
ティ・ミーティング）中止について。
◎周年事業は札幌北 RC50・51 周年記念祝典・祝賀会が 5
月 23 日（月）ロイトン札幌で開催されました。感染対策
をとり、小人数での開催でした。親クラブの札幌 RC、子ク
ラブの当別 RC、札幌モーニング RC、札幌はまなす RC の会
長・幹事が招待されていました。
・祝賀会の中盤に、大日向
ガバナーが突然相撲甚句を歌い始めましたが、途中で歌詞
が出てこないということで中途半端になりましたが、歌は
上手でした。
ガバナー補佐の仕事は一言でいうと忙しかったです。ガ
バナー事務局からメール、FAX、郵便物が頻繁に届きます。
各クラブへの訪問・・・基本は 4 回訪問。会長・幹事会、
IM を開催していたら相当忙しかったと思います。補佐の
役割について、公式訪問の時にお供するだけと思っていま
したが、これは間違いでした。調べておくべきでした。コ
ロナのおかげで FULL には動けず、個人的に少し助かりま
した。訪問先のクラブが、例会を取りやめていたことが大
きかったと思います。最後の務めとして、今月の 19 日に、
次年度のガバナー補佐の引継ぎがあります。
ということで、一年間、楽しくやらせていただきました。
こんな話で良かったかどうかわかりませんが、これでガバ
ナーの補佐の一年の報告を終わります。ありがとうござい
ました。

ニコニコＢＯＸ
久保 隆会員：本日はガバナー補佐の一年をご披露したいと思います。
池上喜重子会員：久保さん、ますますお元気になられご活躍下さい。今日のガバナー補佐の 1 年間の話楽しみです。
小川眞治会員：夏祭りです。少し初夏らしくなってきました。久保さん 1 年間ご苦労様でした。
穴倉廸彌会員：久保さんの話楽しみです。
中嶋成実会員：久保ガバナー補佐、一年間、大変ご苦労様でした。
安藤壽建会員：久保さんのスピーチ、楽しみにしています。
遠島芳然会員：久保さん、よろしくお願いします。
西 智樹会員：本日も、よろしくお願いします。
池﨑 潤会員：久保さん本日、よろしくお願いいたします。
札幌西北ゴルフ同好会：6 月 14 日(火)第 1 回札幌西北ゴルフコンペが無事、開催され、楽しく終了しました。
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市内他クラブのプログラム
日 (金) 札幌幌南 会長・幹事就任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
5 日 (火) 札幌清田
日 (金) ライラック 通常例会
(札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ)
5 日 (火) 大通公園
日 (土) 札幌手稲 移動例会・就任挨拶
6 日 (水) モーニング
日 (月) 札幌南
会長・幹事就任挨拶 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
6 日 (水) 札幌
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)
日 (月) 札幌北
会長・幹事就任挨拶
6 日 (水) 真駒内
日 (火) 札幌西
会長・幹事就任挨拶 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
6 日 (水) 新札幌
日 (火) はまなす 会長・幹事就任挨拶 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)
7 日 (木) 札幌東
次回プログラム
7 月 1 日（木）
『会長・副会長・幹事就任挨拶』

会長・幹事就任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
通常例会
(大通藤井ﾋﾞﾙ)
会長・幹事就任挨拶 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)
会長・幹事就任挨拶 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
会長・幹事就任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
会長・幹事就任挨拶 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
会長・幹事就任挨拶 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

得能次年度会長、望月次年度副会長、吉田次年度幹事
ソング：君が代・クラブ会歌
例会場：札幌三越４Ｆライラック 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
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

