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6月30日(木) 晴れ 
●ソング／我等の生業 
●司会 ／菊田 等会長 
●ゲスト／米山学友 ダグワドルジ・ラワダマー様 
●ビジター／なし 
●6月30日出席率／ 
会員35名中欠席13名、規定除外者4名51.4% 

●6月9日確定出席率／ 
会員35名中欠席0名、規定除外者3名100% 

●ゲスト挨拶／米山学友 ダグワドルジ・ラワダマー様 
2017 年～2018 年度に米山奨学生として大
変お世話になりました。モンゴルと日本の
航空便が再開し、7月5日に帰国すること
になりました。機会がありましたら是非モ
ンゴルに遊びにいらしてください。ありが
とうございました。 

●会長報告／ロータリー米山記念奨学会より、当クラブの個人・
クラブ扱い全ての特別寄付の累計額が 1,900 万円に達しました
ので、第19回米山功労クラブの感謝状が届きました。累計額が
100 万円を超えるごとに表彰されます。／ロータリー財団より、
海野均会員へ1回目のマルチプル・ポール・ハリス・フェローピ
ンが届いておりますのでお渡しいたします。寄付額10万円ごと
にピンが贈られます。 
●幹事報告／6月の定例理事会にて承認されました、勇者の会様
の卓話依頼の紹介文とマスクケースを2510地区の各ロータリー
クラブへ先週発送いたしましたのでお知らせいたします。早速
ライラック RC 様よりご依頼の連絡がありました。／第 2510 地
区インターアクト年次大会が 6/16(木)・17(金)に定山渓ビュー
ホテルにて開催されました。札幌山の手高等学校インターアク
トクラブと共同でホストを務め、無事終了となりました。現地に
ご参加いただいた皆様ご協力ありがとうございました。／6/28
（火）に第 9回クラブ内勉強会を開催し、11名が参加しました
ので報告いたします。今年度最後となる今回は、会長セッション
と題し、ご参加いただいた皆様とロータリーについて自由に語
らいました。今後もロータリーの活動について深める会を定期
的に開催できればと思いますので、皆様ご参加よろしくお願い
いたします。／次回は次年度最初の例会です。また、例会終了後、
定例理事会も開催いたします。理事、役員の皆様は、ご出席をお
願い致します。 
●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826,100円 達成率144.4％ 

●ニコニコBOX／ 
目標額1,000,000円 達成額726,880円 達成率72.6％ 
●主要プログラム 
『各理事・役員・委員長退任挨拶』 

クラブ奉仕委員長 池﨑 潤 会員 
今年度もコロナ渦は収まらず、ハイブリ

ット例会の実施、緊急事態宣言期間の期間
はオンラインのみによる例会もありました
が、例会を途切れさせることなく実施出来
たことは成果だったと思います。親睦を図
る夜間移動例会も計画通りとはいきません

でしたが、３回ほど実施することが出来ました。１年間大変お世
話になりました。 
奉仕プロジェクト委員長 松下 徳良 会員 
(菊田会長代読) 
45 周年で新たな奉仕事業を立ち上げる課題は、コロナによっ

て苦戦続きでしたが、勇者の会の支援をスタートできたことは、
誇らしく思っています。12月のiPad寄贈はオンライン学習に寄
与できました。2月から3月にかけてスタートしたNPO法人化は
必ず勇者の会の発展に結びつくと思います。西北ロータリーから
勇者の会の社員を出し、会員全員に賛助会員となっていただきま
した。マスクケースの販売や地区の RCに勇者の会の卓話を紹介
することもできました。最後になりますが、皆さんには大変お世
話になりました。ホテルの利用でも多くのご配慮をいただき感謝
申し上げます。これからも奉仕の心をもって西北 RCが発展され
ますことを祈念申し上げます。在籍した 16年間、本当にありが
とうございました。 
社会奉仕委員 髙見 幸浩 会員 
今年度の社会奉仕活動として、創生川

公園の清掃事業、大通公園の植栽事業、
45周年事業「勇者の会」支援事業を実施
いたしました。本業での「社会貢献」実
績からの提案については、次年度以降、
生かして頂ければ幸いです。菊田会長、
松下委員長のご指導のもと力不足でしたがお役に立てる範囲で
頑張らせて頂きました。ありがとうございます。 
国際奉仕委員 海野 均 会員 
今年度は国際奉仕としてコロナ禍の為

何も動きもなく終わりました。 
別件ですが、インターアクト年次大会が6
月無事終了致しました。ご協力の程大変
有難うございました。 
学生も 100 人程度集まり 2 日間の研修も

Vol.XLIII  No.２０９６ 

第２０９６回 例会 

2022年 7月 7日（木） 

 

 

 

 

第２０９５回  例会報告 

  

2022～2023年度 ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長 Ｉｍａｇｉｎｅ Ｒｏｔａｒｙ 

                           

 

創立1977年4月21日 

会長 得能 宗洋 幹事 吉田 聡子 

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  石垣 尚之 会員（７月 ８日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 
 



無事終わりほっとしております。 
広報・会員増強委員長 西 智樹 会員 

ここ数年、病気やお亡くなりになった会員
が増え、会員数は減少傾向でしたが、久保会
員のご指導や海野会員、得能会員のご尽力で
減少傾向に歯止めがかかり、微増ながら 現
在に至っています。来年度も各会員のご協力
のもと会員増強につながればと考えています。 
今年度1年ありがとうございました。 

ロータリー財団委員長 渡邊 葉子 会員 
 今年度はロータリー財団、米山寄付金と
もに会員の皆様には多大なるご協力をいた
だき感謝申し上げます。財団は達成率
144.4％と大幅に目標額を達成し、米山寄付
金につきましては、99.9％と惜しくも目標
額に達することができませんでした。次年
度も委員長を務めることとなりましたので次年度はどちらも目
標額を達成できるよう、今後ともご協力を宜しくお願い致します。 
ＳＡＡ委員長 新谷 喜信 会員 

今年度の例会では新型コロナウイルス感
染症での感染拡大防止のため、マスク着用・
手指消毒を促し、ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを保つように
努めました。ホームクラブ例会出席100％を
達成した会員には表彰を行う予定でしたが、
コロナ過のため休会が続きましたので、今期
は取りやめる事にいたしました。 

会計 望月 陽介 会員 
 理事・役員の方々一年間大変ご苦労さんで
した。会計担当として事務局の田村さん、澤
田さんに感謝するのみです。有難うございま
した。 
直前会長 遠島 芳然 会員 

菊田会長、得能幹事、コロナ禍の中、か
い一年間お疲れ様でした。勇者の会、衛星
クラブの件、少しずつ形に現れてきた事は
此れからにとって、とても楽しみな事です。
次の得能年度ではコロナも落ち着くと思
いますので一会員として頑張っていこう
と思います。 

幹事 得能 宗洋 会員 
皆様、菊田年度の一年お疲れ様でした。二

度目の幹事の年でしたが、会員の皆様のご
指導・ご協力のもと無事に終えることがで
きました。ありがとうございます。今年度は
菊田会長の提唱しました「人に対する奉仕
活動」を元に、勇者の会への支援がスタート
できました。また継続事業をもとより、コロナ禍で集うのが困難
な中、月一回の ZOOM活用にてのクラブ内勉強会を実施でき有意
義な時間を共有することができ、なによりも誇れる事はまん延防
止等重点措置がとられている中でも ZOOM開催ではありましたが、
例会を止めずに一年間乗り切れたことではないかと思います。私
はもう一年頑張らさせていただく機会をいただいておりますの
で、今年度の継続性を考え、改善点も精査していきたく思います。
本当に一年間ありがとうございます。 
副会長 西岡 憲廣 会員 

今年度 1 年間、菊田会長、徳能幹事はじめ
役員、理事の皆さんお疲れ様でした。コロナ過
の中で例会はハイブリットで開催されました
が、１年間の活動はハンデイを背負いながら
活躍前進していたと思います。勇者の会支援、
衛星クラブ設立、インターアクト年次大会ホ

スト、会員増強等掲げることが出来ます。私の出番はなかったで
すが、新会員６名のインフォメーションを行いました。次年度は
更なる発展を祈念し、感謝致します。 
会長 菊田 等 会員 
会長としての重責を一年間全うできたの

も得能幹事含め役員理事の皆様、更には会
員皆様のご協力の賜物と改めて感謝申し上
げます。特に幹事の得能会員には、幹事と
してフル稼働していただき大変助かりまし
た。本年度はコロナ禍が少し下火になり、例会もハイブリット方
式で中止することなく開催することが出来ました。また、ロータ
リーを知るための「クラブ内勉強会」の立ち上げ、人的奉仕活動
として「勇者の会」への具体的な支援、若い世代の会員増強を目
指し「衛星クラブ」の設立と、幾つかアクションを起こすことが
出来ました。これもひとえに皆様のご理解、ご協力の賜物と感謝
申し上げます。今後は若い世代の方の活躍を期待して退任の挨拶
にかえさせて頂きます。本当に一年間ありがとうございました。 

  

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／◎○久保 隆、安藤 壽建、山本 耕司 

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月 14日（木）『理事・役員・委員長 就任挨拶』各理事・役員・委員長 

                                     ソング：我等の生業 

 

菊田 等会員：皆様一年間お疲れ様でした。 
得能宗洋会員：一年間お疲れ様でした。ありがとうございます！ 
小川眞治会員：年度最終例会日です。一年間ありがとうございました。 
穴倉廸彌会員：会長・幹事、皆様一年間お疲れ様でした。 
海野 均会員：菊田会長、得能幹事、理事・役員の皆様お疲れ様でした。 
遠島芳然会員：菊田年度、お疲れ様でした。 
西 智樹会員：会長、副会長、幹事の皆様、1 年間大変ご苦労様でした。 
望月陽介会員：菊田会長、西岡副会長、1 年間大変お疲れ様でした。と、得能幹事も大変お疲れ様でした。 

と、会長楽しみにしております。 
池﨑 潤会員：一年間、大変お疲れ様でした。 
葛西純一会員：幹事・役員の皆様 1 年間お疲れ様でした。 
石垣尚之会員：一年間お疲れ様でした。 

ニコニコＢＯＸ 

8 日 (金) 札幌幌南 五大奉仕委員長就任挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 12 日 (火) 札幌清田 移動例会　職場訪問

8 日 (金) ライラック 定例休会 12 日 (火) 大通公園 定例休会
9 日 (土) 札幌手稲 クラブアッセンブリー (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 13 日 (水) モーニング ミニフォーラム委員会活動について (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

11 日 (月) 札幌南 委員会活動方針 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 13 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
11 日 (月) 札幌北 第1回クラブ協議会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 13 日 (水) 真駒内 理事・各委員長就任挨拶 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
12 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 13 日 (水) 新札幌 理事・役員他就任挨拶 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
12 日 (火) はまなす 第1回クラブ協議会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 14 日 (木) 札幌東 就任挨拶(2) (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


