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『会員増強卓話』 
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7月14日(木) 晴れ 
●ソング／我等の生業 
●司会 ／得能 宗洋会長 
●ビジター／東京バリアフリーマインドRC 1名 
●7月14日出席率／ 
会員33名中欠席6名、規定除外者4名79.3% 

●6月30日確定出席率／ 
会員35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、定例理事会を開催致しました
のでご報告致します。詳細はお送りした議事録をご参照くださ
い。今年度の理事・役員・委員会について、前年度会計報告書・
今年度予算案について、年間プログラムについてが、承認されま
した。上期会費請求書について、前年度新年家族会が中止となっ
た為、お土産代を差し引いた余剰金を今回上期請求分より相殺
しております。理事会承認後に請求書を発送していますので、金
額をご確認のうえお早めにご入金をお願い致します。IACへの今
年度の支援金は例年通り 50,000円で承認されました。8月に行
われる IAC 研修旅行の山の手高校への支援として、費用内訳及
び行程等詳細の確認を前提に、25 万を当クラブから支援するこ
とが承認されました。現在、他クラブからのメークアップは事前
予約制としていますが今後も継続することが承認されました。
また、当クラブの出席も事前登録必須を継続するため例会ごと
に出欠確認を今後も行います。出欠回答にご協力をお願い致し
ます。出席補填制度（メークアップ）はコロナ化の対応によりこ
れまで出席率 100%補填としていましたが、8 月よりメークアッ
プ制度を再開致します。ZOOM 出席またはリアル出席で出席とみ
なされますので欠席の場合は必ずMUをお願い致します。MU制度
再開に伴いまして、今まで省略していた例会での出席率報告の
発表も8月より再開いたします。当クラブのMUの対象活動につ
いて、今年度は奉仕事業ごとに開催月の理事会にて審議するこ
とになりました。ガバナー公式訪問について、当クラブは
10/27(木)を予定しています。スケジュールは10:00より会長幹
事会、11：30よりクラブ協議会、12：30よりがバナー公式訪問
例会となっています。例年より会長幹事会、クラブ協議会の時間
が30分遅くなっていますのでお知らせ致します。新会員入会に
ご尽力いただいた会員（推薦者）へのお礼として会長特別功労賞
3万円を授与しておりますが、今年度も継続することが承認され
ました。／7/16（土）に江別市民会館にて行われる、地区会員増
強セミナーに得能会長と久保会員増強委員長が出席されます。

得能会長が、クラブの会員増強活動について紹介のため登壇予
定です。／9/11（日）に第4期RLIセミナー パートⅠが開催さ
れます。お申し込みをご希望の方は事務局までお知らせくださ
い。／10/14(金)～16(日)開催の地区大会のチラシを配布してお
ります。本会議が札幌プリンスホテルで開催され、翌日には記念
行事ユースフォーラムとしてロイトン札幌にてインターアクト、
ローターアクト交流会も行われます。参加登録申し込みのご案
内は後日皆様にお送りしますので、沢山の皆様にご登録頂きま
すようお願いいたします。 
●米山記念寄付／ 
目標額528,000円 達成額 10,000円 達成率  1.89％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額673,200円 達成額     0円 達成率     0％ 
●ニコニコBOX／ 
目標額1,000,000円 達成額32,000円 達成率 5.6％ 
●主要プログラム 
『理事・役員・委員長 就任挨拶』 
直前会長 菊田 等 会員 

 前年度、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。
今年度は直前会長として、得能会長と吉田幹
事をサポートしていきたいと思います。 

SAA委員長 新谷 喜信 会員 
 今期SAA委員長を担当する新谷です。副委
員長高見さんと二人で担当します。例会開始
30 分前から準備し会員の皆様をお迎えしま
す。新型コロナウイルス感染症への感染拡大
防止のためマスク着用、手指消毒を促しソー
シャルディスタンスを保つ様に座席を配置し
ます。食事以外の時間はマスク着用をお願いします。当分は自由
席としコロナが落ち着きましたら座席指定とし定期的に座席を
移動し会員の交流を図ります。ホームクラブ例会出席100%を達
成した会員には記念品を贈呈する予定です。コロナ感染防止に努
めホームクラブ出席100%に努めて下さい。宜しくお願いします。 
会長エレクト兼クラブ奉仕委員長 西 智樹 会員 
 今年度、クラブ奉仕委員会委員長お仰せつかりました西です。
前年度もコロナの景況でロータリー活動が制限された中での 1
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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  小川 眞治 会員（８月１２日） 
          関  欣昌 会員（８月１６日） 
家族感謝の日  葛西 純一 会員（８月 ５日） 
          海野  均 会員（８月１５日） 
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)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）㈱キャリア・フォース 
          望月 陽介 会員（昭和５６年８月７日）北海建物管理㈱ 
          新谷 喜信 会員（昭和５５年８月１２日）円山北歯科 
          山本 耕司 会員（昭和４３年８月１４日）リライアンス㈱ 
入 会 記 念 日  西岡 憲廣 会員（昭和５２年８月１１日） 
 



年でしたが、前年度 クラブ奉仕担当の池﨑
会員の努力により後半は、通常に近い形の例
会になったと思います。得能会長からは、こ
こ数年、会員同士の交流する機会が失われて
いたため、何とかコロナ渦前の状態まで、夜
間移動例会を中心に行ってほしいとの指示
を受けております。プログラムも色々な分野

から卓話をお願いしており、決定次第、プログラムに掲示いたし
ますのでご覧ください。また増加傾向にあるコロナが気になりま
すが会長・副会長・幹事と共に皆さんと意見交換しながら進めて
まいりたいと思います。ご協力をお願い致します。 
奉仕プロジェクト委員長兼社会奉仕委員 海野 均 会員 

奉仕プロジェクト委員長と社会奉仕委員
を担当することになりました。奉仕プロジェ
クト委員会としては各担当奉仕委員ではな
く 4 人が全員で活動を進めていきたいと考
えています。山の手高校インターアクトクラ
ブとの連携をし、色々な奉仕活動を行う。勇
者の会様の NPO 法人化をする。又年間行事

を組み一緒に奉仕活動を行う。等計画しております。社会奉仕と
しても様々な奉仕活動を計画していますので皆様ご協力お願い
いたします。 
職業奉仕委員 横山 哲也 会員 
得能年度で職業奉仕委員を仰せつかりま

した横山です。まだ、ロータリーに加入して
2年ちょっとですが、海野委員長指導の下、
職業奉仕とか社会奉仕とかの分け隔てなく
奉仕活動を一生懸命やっていこうと思って

いますので、会員の皆様のご協力をよろしく
お願いします。 
国際奉仕委員 岡出 敏美 会員 
 国際奉仕の委員を任せられた岡出です。国
際奉仕活動として、1）R I国際大会への参加
が出来れば参加を呼びかける。2）国際奉仕と
して2510地区での奉仕活動にて寄付をする。

以上、奉仕プロジェクトの委員として国際奉仕だけでなく全ての
奉仕活動に努力しますゆえ、何卒宜しくお願いします。 
青少年奉仕委員兼副幹事 葛西 純一 会員 
今期青少年奉仕委員・副幹事を拝命します

葛西です。青少年奉仕委員の活動は、海野奉
仕プロジェクト委員長のもと、山の手高校イ
ンターアクトクラブと連携し社会奉仕活動
と同様に共同奉仕活動を積極的に行って行
きます。副幹事としては吉田幹事のサポート
及び運営への理解度を深め、西会長年度に向
けて準備をしていきたいと思います。 
1年間宜しくお願い致します。 
ロータリー財団委員長 渡邊 葉子 会員 
 前年度に引き続きロータリー財団委員長
を担当いたします。前年度はロータリー財団
への寄付は皆様からのご協力をいただき目
標額を大きく上回ることができましたが、米
山記念寄付の方はあと一歩目標額を達成す
ることができませんでした。昨年ロータリー
財団について卓話を行いましたが、今年度は
米山記念寄付についても皆様に関心を持っていただけるよう考
えております。1年間よろしくお願いいたします。 
広報・会員増強委員長 久保 隆 会員 

本年度、広報・会員増強担当を賜りました
久保でございます。昨年7月の会員数は30
名でしたが、本年度は33名で、3名の純増
からはじまりました。昨年は、退会者が多く
心配しておりましたが、最終的には 3 名増
となり、複数の推薦をいただいて、すばらし
い結果となり海野さん、得能さんをはじめ
皆さんに感謝申し上げます。本年度の会員

増強は、チャレンジ50のもと純増5名（衛星クラブ純増2名）
を掲げております。特に例会のメインプログラムである卓話を充
実させたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 

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    8月 18日（木）   『新会員卓話』 

                             石垣 尚之 会員 

                                     ソング：日も風も星も 

得能宗洋会員：理事・役員の皆様本日よろしくお願いします。 
菊田 等会員：理事・役員の皆様 1 年頑張ってください。 
池上喜重子会員：役員の皆様、1 年よろしくお願いします。 
久保 隆会員：今年度の会員増強委員より。よろしくお願いいたします。 
渡邊葉子会員：東京バリアフリーマインド RC 髙田修様のご来訪を歓迎して。 
安藤壽建会員：本人の誕生日祝。 
海野 均会員：得能年度、奉仕プロジェクト委員長を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。 
小林秀樹会員：家族感謝の日祝。 
岡出敏美会員：理事・役員の方、1 年間よろしくお願いいたします。 
葛西純一会員：理事・役員の皆様 1 年間よろしくお願いいたします。 
札幌西北 RC ゴルフ同好会：7/12(火)第 2 回ゴルフコンペが開催され、けが人もなく無事に終了しました。 
第 2750 地区東京バリアフリーマインド RC 髙田修様：初めて札幌西北 RC さんにメークアップさせていただ
きます。東京バリアフリーマインド RC の髙田修です。皆様宜しくお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ 

29 日 (金) 札幌幌南 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 2 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
29 日 (金) ライラック 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 2 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
30 日 (土) 札幌手稲 夜間移動例会 3 日 (水) モーニング 移動例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

1 日 (月) 札幌南 会員増強について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 3 日 (水) 札幌 前年度出席100％表彰 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
1 日 (月) 札幌北 前年度出席100％表彰 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 3 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
2 日 (火) 札幌西 学習支援現場から見えるもの (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 3 日 (水) 新札幌 休会(例会取消)
2 日 (火) はまなす ゲストスピーチ (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 4 日 (木) 札幌東 インターアクトバッジ授与式 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


