
札幌西北ロータリークラブ 
 

『笑いと人間の深い関係』 

       北海道笑ってもいいんでない会 笑司長 

   国立病院機構函館病院名誉院長 伊藤 一輔 様 

                ソング：手に手つないで  

 

ソ 

ソ

ング：君が代・クラブ会歌 

寅年を振り返って／武田会員・小川会員・久保会員・大滝会員 

  インフォーマル・ミーティング報告／ロータリー情報委員会  ソン

グ：我等の生業 

             ソング： 奉仕の理想 

 

                   

                                   

ソング：日も風も星も 
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10月6日(木) 晴れ 

●ソング／クラブ賛歌 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●ゲスト／ 

・地区大会実行委員会 札幌西RC会長 川村 忠様 

・地区副代表幹事   札幌西RC   下村 卓也様 

札幌ひまわりロータリー衛星クラブ 

・議長 ㈲札幌すこやか介護サービス 内田 薫様 

・議長エレクト 日本生命      松山 恵美子様 

・副議長 日本高圧コンクリート㈱  安田 浩司様 

・会計 ㈱キャリア・フォース    野澤 隼人様 

●10月6日出席率／ 

会員33名中欠席6名、規定除外者3名80.0% 

●9月15日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者2名100% 

●会長報告／西智樹会員宛に地区ＲＬＩ委員会より、9月

11日開催されました「ＲＬＩセミナー パートI 」の修

了証が届いておりますので贈呈いたします。／ロータリー

財団より、菊田等会員にポールハリスフェローの証書とピ

ンが届いておりますので贈呈いたします。 

●幹事報告／前回例会にて、皆様にご協力いただきました

青森県大雨災害義捐金ですが、当クラブの募金総額は

18,000円となりました。被災地区である第2830地区へ送

金させていただきます。ご協力ありがとうございました。

／45 周年記念誌の原稿につきましてご提出がまだの方が

数名いらっしゃいます。できれば今週中までに事務局まで

お送りいただきますようお願いいたします。皆様ご協力の

程よろしくお願いいたします。／10/2(日)にロイトン札幌

にてポール・ハリス・ソサエティの認証式、懇親会、午餐

会が開催され、ポール・ハリス・ソサエティーに入会され

ている小林会員がご参加されました。／10/14(金)～

16(日)にかけて、国際ロータリー第 2510地区地区大会が

開催されます。当クラブはコ・ホストクラブとなっており、

吉田幹事と得能会長が司会を担当される予定です。本会議

並びにオンラインで参加の皆様はどうぞよろしくお願い

いたします。／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、145円です。（前月133円） 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 120,000円 達成率  22.73％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円 達成額 94,000円 達成率   13.96％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額259,000円 達成率  25.90％ 
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第２１０５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  髙見 幸浩 会員（１０月２１日） 

                                                                                                                                                                                                                        西岡 憲廣 会員（１０月２４日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  光岡 富士夫会員（平成１７年１０月２５日）㈱ソニックジャパン 

入 会 記 念 日  池﨑 潤  会員（平成２８年１０月２０日） 

                                                                                                                                                                                                                        得能 宗洋 会員（平成２４年１０月２５日） 

 



●主要プログラム 

『社会奉仕について・・・』社会奉仕委員長 海野均会員 

社会奉仕は、地域社会の人々の

生活の質を向上させるためにクラ

ブが行うプロジェクトや活動です。

地域社会の中でその社会が欲して

いるものを探しだし、そのニーズ

に対し適切な奉仕活動を行います。

社会奉仕を通じて、地元地域のニ

ーズに取組み、長期的な改善をも

たらすために地域の人々とともに活動します。 

【RI第2510地区 社会奉仕の紹介】  

１．むかわ町 胆振東部地震発生 厚真、安平、むかわ各

町の甚大な支援にロータリアンより約4,000万円の支

援金を寄せられました。 

２．滝川ロータリークラブ 「ダヴィンチ」プロジェクト 

擁壁が古くなり 滝川RC、家族の方々、各団体、ボラ

ンティアみなさんで作成「滝川の四季」 

３．札幌東ロータリークラブ 「ろう者との交流フットサ

ル教室」 

  2018年から2022年これからも継続していく。 

札幌西北ロータリークラブとしては、奉仕活動が少ない。

大通り植栽、、三角山登山と四阿の今はこの二つだけです。

これからは、小児がんの支援「勇者の会」、今年度はゴミ拾

いとして下記の活動を実施、予定しています。 

１．クリーンアップあそびーち石狩浜のゴミ拾い参加7名 

２．ほっかいもっかい杯スポーツGOMI拾い大会参加5名+ 

山の手高校21名 

３．来年春実施 創成川のゴミ拾い 

今後札幌西北ロータリークラブとして、社会奉仕活動を

どんどん増やして行きましょう。 

 

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    10月 27日（木）  『ガバナー公式訪問』 

                     RI第 2510地区石丸修太郎ガバナー 

第 4グループ 古野重幸ガバナー補佐  

                                      ソング：日も風も星も 

 

得能宗洋会員：海野委員長、本日卓話よろしくお願いします。ひまわりの皆様よろしくお願いします。 

久保 隆会員：海野さん、卓話楽しみです。 

穴倉廸彌会員：海野さんの話、楽しみに聞きます。 

西岡憲廣会員：海野会員の卓話楽しみにしてます。 

池上喜重子会員：海野さん楽しみです。 

渡邊葉子会員：札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの皆様を歓迎いたします。 

中嶋成実会員：海野会員、何の話か分かりませんが、面白いようにお願いします。中身が無くて構いません。 

小林秀樹会員：札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの皆さん、ようこそ西北RCへ！ 

石垣尚之会員：濱田様の卓話楽しみにしています。 

海野 均会員：本日、社会奉仕の卓話です。皆さんよろしくお願いします。 

遠島芳然会員、岡出敏美会員、葛西純一会員、関欣昌会員、安酸敏眞会員、光岡富士夫会員： 

海野さんの卓話楽しみにしております。 

札幌西北ひまわり衛星クラブ 内田薫様：今後とも、よろしくお願いいたします。  

札幌西北ひまわり衛星クラブ 安田浩司様：親クラブの皆様、以後よろしくお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ 

21 日 (金) 札幌幌南 米山奨学会卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 25 日 (火) 札幌清田 クラブフォーラム (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
21 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 25 日 (火) 大通公園 定例休会
22 日 (土) 札幌手稲 クラブアッセンブリー (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 26 日 (水) モーニング ガバナー公式訪問 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

24 日 (月) 札幌南 米山奨学生卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 26 日 (水) 札幌 ガバナー公式訪問 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
24 日 (月) 札幌北 地区米山記念奨学委員会卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 26 日 (水) 真駒内 新会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
25 日 (火) 札幌西 夜間移動例会 26 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
25 日 (火) はまなす 定例夜間例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 27 日 (木) 札幌東 インターアクトクラブ活動報告 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


