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『刑事裁判について』 

          村松法律事務所 弁護士 池上 恒太様 
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9月1日(木) 曇り 

●ソング／クラブ会歌 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●9月1日出席率／ 

会員33名中欠席5名、規定除外者4名82.8% 

●8月18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／なし 

●幹事報告／9/3(土)に札幌パークホテルにて開催される

札幌市内ロータリー交換学生支援委員会に当クラブより

私（葛西会員）が参加いたします。地区青少年交換委員よ

り子年度の活動計画、分担金納入について、前年度の決算、

今年度の予算について、その他現状報告が行われる予定で

す。／本日例会終了後、定例理事会を開催いたします。 

理事・役員の皆様は、ご出席お願いします。／今月のロー

タリーレートは、139円です。（前月133円） 

●委員会報告／海野均プロジェクト奉仕委員長／ 

9/4（日）クリーンアップあそびーち石狩浜が開催されま

す。ゴミ拾いの大会で初参加の奉仕活動となります。当ク

ラブより 7名、山の手高等学校より 80名、池上学院高等

学校より120名程度が参加予定です。当日は各自受付とな

りますので、ご参加される皆様はよろしくお願い致します。

渡邊葉子衛星クラブ連絡委員 

RI理事会より2022年8月9日付で、札幌西北ロータリー

クラブがスポンサーとなる衛星クラブの認可がおりまし

たのでご報告致します。クラブ名は「札幌西北ひまわり衛

星クラブ」となります。㈲札幌すこやか介護サービスの内

田さんが議長を務めます。9月いっぱい準備を進め、10月

より例会をスタートさせたいと思っておりますので、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 50,000円 達成率   7.49％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額158,000円 達成率 15.8％ 

●主要プログラム 

『ロータリー情報卓話』 西岡憲廣ロータリー情報委員長 

１． ロータリー情報活動計画（2022年～2023年） 

ロータリーに関する知識や情報

を提供し、会員の意識の高揚に努

めると共にコミュニケーションを

図り、新会員に早くクラブに馴染

んで頂くための機会を計画する。

１）広報、会員増強委員長、奉仕プ

ロジェクト委員長、５大奉仕委員

と連携を取りクラブ活性化について研修を深めるため情

報を集める。２）新会員にはオリエンテーションを実施す

るとともに地区大会や IM への参加を促す。３）ファイヤ

ーサイドミーテイングを年２回以上開催し、研修を深めて

いき、個々の会員が奉仕活動しやすい環境作りに努める。 

２． ロータリーの目的の推移 

最初のロータリー・クラブが 1905年 2月にシカゴに創

設されましたが、クラブ会員の事業の利益が１番目にかか

げられました。1912年ダルース国際大会で第1．すべての

合法的職業は尊重されるべきであるという認識を助長し、

かつ各会員の職業を杜会への奉仕の機会を提供するもの

として品位あらしめること。 第2．実業及び専門職業の道

徳的水準を高めるよう鼓吹すること。第3．構想や事業運

営方法の交換により各会員の能率を増進すること。1918年

のカンザスシティー国際大会において国際連合会の綱領
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会長 得能 宗洋 幹事 吉田 聡子 
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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  な し 

家族感謝の日  遠島 芳然 会員（９月１２日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日   な し 



は次のように書き替えられました。第1．世界中のすべて

の商業中心地にロータリー クラブを結成するよう奨励、

推進、監督すること。第2．地方的活動ではなく、全加盟

ロータリー クラブの仕事及び活動を調整し、標準化し、

かつ全般的に指導すること。第3．国際連合会自体の活動

を通じ、又加盟ロータリークラブを通じて次の事頃を鼓吹

し育成すること。イ) 実業及び専門職業の道徳的水準を高

めること。ロ) すべての尊ぶべき事業の基礎として奉仕の

理想。ハ) 地元の地域杜会の市民、商業、社会の繁栄及び

道徳の高揚に対する全ロータリアンの積極的関心。ニ) 成

功を助長するものとして且つ叉奉仕の一つの機会として

広範な交友関係の増進。ホ) ロータリアンの能率と有用性

とを高める手段として、構想及び事業運営法の相互交換。

ヘ) すべての合法的職業は尊重されるべきであるという

認識を深めること、そして各ロータリアンの職業を、社会

への奉仕の機会を提供するものとして品位あらしめるこ

と。1922 年のロスアンゼルス国際大会、1935 年－メキシ

コ シティで開催された年国際大会で現在のロータリー

の目的に近い表現となりました。 

３．規定審議会の推移 

1905 年、一業一会員制決定。1972 年、メークアップ期間

例会の前後６日間から7日間に。1980年、半期の例会のう

ち３０%はホームクラブに出席しなければならない。1983

年、例会時間の少なくとも60%を出席しないと欠席とみな

される。1989年、女性の入会を認める1989年、理事会の

裁量で１ロータリー年度に２回までクラブ例会を取りや

めることが出来る。1995年、メーカップ期間を延長、定例

例会の前後７日間から１４日間に。1998年、クラブ理事会

承認のクラブ奉仕プロジェクトへの出席をメークアップ

と認める。2001年、会員の種類を正会員、名誉会員の２種

類に同一職業分類の正会員については５名以内、会員数 

５１名以上のクラブではその10%まで認める。一ロータリ

ー年度に４回まで例会を取りやめることが出来る。クラブ

スポンサーでの会合、理事会が承認した奉仕委員会会合、

クラブ理事会への出席を例会出席と認める。2004年、ロー

タリー親睦活動への出席を例会出席と認める。2007年、ロ

ータリー年度の半期ごとに例会の50%に出席するよう義務

付ける。（従前は６０％）財団学友が正会員となることを

認める。2010 年、出席免除「会員歴＋年齢＝85 歳」から

改正（65 歳の条件が加わる）2013 年、出席免除の規定を

改正（65歳以上の年齢制限を廃止） 米山学友が正会員と

なることを認める。2016年、例会は最低月２回ローターア

クターが正会員となることを認める。2019年、メークアッ

プ期間を前後１４日間から同年度内に。尚、紙面の都合上

2022年度制定案採択事項は省略しました。 

４．ロータリーの原点 

ロータリーの奉仕理念である「最も奉仕する者最も多く

報われる」「超我の奉仕」この二つのモットーはどんなこ

とがあっても変えてはならないものです。

 

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    9月 15日（木）   『尊厳死を考える』 

                             村松法律事務所 弁護士 吉田 克己様 

                                       ソング：奉仕の理想 

 

9 日 (金) 札幌幌南 職業奉仕について (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 13 日 (火) 札幌清田 １４日繰り下げ移動例会

9 日 (金) ライラック 定例休会 13 日 (火) 大通公園 定例休会
10 日 (土) 札幌手稲 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 14 日 (水) モーニング 夜間例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

12 日 (月) 札幌南 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 14 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
12 日 (月) 札幌北 クラブ奉仕多委員会担当例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 14 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
13 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 14 日 (水) 新札幌 新会員卓話 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
13 日 (火) はまなす 会員卓話・公式訪問準備 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 15 日 (木) 札幌東 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム

得能宗洋会員：西岡委員長、本日の卓話よろしくお願いいたします。。 
久保 隆会員：西岡さん、卓話楽しみです。 
小川眞治会員：爽やかな 9 月に入りました。例会を楽しんで下さい。西岡会員の卓話期待しています。 
池上喜重子会員：西岡先生のお話楽しみです。 
安藤壽建会員：創業が 50 年経過しました。あと少し頑張ります。 
海野 均会員：西岡さん、ロータリー情報委員長卓話楽しみです。 
遠島芳然会員：西岡先生の卓話よろしくお願いします。 
岡出敏美会員：西岡先生、卓話楽しみにしてます。 
葛西純一会員：西岡委員長、本日の卓話よろしくお願いいたします。 
関 欣昌会員：西岡先生の卓話楽しみです。 
光岡富士夫会員：海野さん、二津曜日のクリーンアップ石狩浜よろしくお願いします。 
石垣尚之会員：西岡先生の卓話楽しみです。 

ニコニコＢＯＸ 


