
札幌西北ロータリークラブ 
 

『ロータリー財団卓話』 

        ロータリー財団委員会 渡邊 葉子 委員長 
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10月27日(木) 晴れ 

●ソング／日も風も星も 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●ゲスト／ＲＩ第2510地区 

・石丸修太郎 ガバナー 

     ・古野重幸 第4グループガバナー補佐 

     ・川村忠 地区幹事 

●10月27日出席率／ 

会員33名中欠席4名、規定除外者4名86.2% 

●10月6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／石丸ガバナーとバナー交換を行いました。／

地区大会で表彰されましたクラブ、個人賞の表彰を行いま

す。財団メジャードナー個人表彰として小川眞治会員に盾

が届いていますのでお渡しいたします。続いて、永年出席

100%会員表彰として 45 年 100%出席会員として冨岡会員、

25年 100%出席会員として渡邊葉子会員にバッチが届いて

いますのでお渡しいたします。／当クラブが地区会員増強

優秀クラブの第 1 位を

受賞いたしました。記念

の盾を石丸ガバナーよ

りお渡しいただきます。 

● 幹 事 報 告 ／

11/1(火)18：30よりホテ

ル札幌ガーデンパレス

にて札幌西北ひまわり

衛星クラブの認可祝賀会が開催されます。衛星クラブ8名、

当クラブ22名、来賓として石丸ガバナーをはじめ13名の

ロータリアンにもご参加いただき、総勢 44名となる予定

です。ご参加予定の皆様はよろしくお願いいたします。／

次回例会終了後、定例理事会を開催いたします。理事、役

員の皆様は、ご出席をお願い致します。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 132,000円 達成率  18.57％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円 達成額 128,000円 達成率  19.01％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額322,000円 達成率  32.20％ 

●主要プログラム 

『ガバナー公式訪問』 

ＲＩ第2510地区 石丸 修太郎 ガバナー 

先日の地区大会では大変お世

話になり、感謝申し上げます。あ

りがとうございました。本日の

札幌西北ロータリークラブの訪

問で６６か所目となります。 

ジェニファー・ジョーンズ国

際ロータリー会長は、「イマジン

ロータリー」をテーマとして掲

げております。詳細は活動計画書の会長方針をご覧ください。 

〇青少年奉仕委員会について・・・ＲＹＬＡ委員会より、２

０２２－２３年度第２０回ＲＹＬＡセミナーが開催されます。

若者のためのリーダーシッププログラムです。５月１２～１

４日（２泊３日）、滝野公園青年の家において開かれます。講

和・グループディスカッション・屋外レクリエーションなど

がスケジュールとなっております。特に２０代の働いている

方にお勧めします。一般の方、ローターアクト・インターア

クト経験者を募っています。ご推薦いただける方がございま

したら、クラブを経由して参加申し込みをお願いいたします。 

〇国際奉仕委員会について・・・RI国際大会が、２０２２

年５月２７～３０の日程で、オーストラリア・メルボルンに

て開催されます。晩秋の、さわやかな季節にあたります。ま
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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  渡邊 葉子 会員（１１月１１日） 

                                                                                                                                          小林 秀樹 会員（１１月１３日）                                                                                                                                                                                                                         

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  穴倉 廸彌 会員（昭和３０年１１月１０日） 

                        (学)札幌いづみ学園 札幌いづみ幼稚園 

入 会 記 念 日  久保  隆 会員（平成１０年１１月１２日） 

 



た、時差は１時間しかありませんので気軽に行けるのではと

思っております。登録は、１２月１０まででしたら安くなっ

ていますので、早めにお申し込みお願いします。 

世界から３６，０００人、日本から２，８００人、２５１０

地区からは６６人集めて欲しいとのＲＩ国際大会推進委員会

の福井パストガバナーの要望があります。ご協力お願いいた

します。 

〇財団について・・・２月２４日ロシアのウクライナ侵攻

後、ウクライナの（災害）支援についてウクライナ側から、レ

スキュー隊のハシゴ車の要望があり、２５，０００ドルを財

団と打ち合わせ用意しましたが、実際には、５０，０００ド

ルが必要であることが分かり、隣の２５００地区に協力依頼

をしたところ、了承が得られ共同でラトビアの口座に信用金

庫から振込みました。国境で無事引き渡しが終わりました。 

本年度も継続して支援したいと伝えたところ、ドイツのバ

イエルンにあるミュンヘン RC 女性ガバナー（日本女性）か

ら、「実は医薬品、食料品などの、今必要なものが欲しい。で

きるのであれば現金のほうが良い」とのことでしたので、現

金を送れるか調べているところです。 

〇ポリオ支援について・・・北海道FM局で、ポリオ撲滅

について PR しました。ポリオウイルスは、無くなることは

ないことから、ワクチンは打ち続けなければなりません。ワ

クチンに、年間４億円使っていますので、もっと PR すべき

と思います。 

〇米山寄付について・・・中国との緊張感が増していると

き、中国本土いる学友会の人たちが、緊張感をやわらげ、日

本との親善大使として働いてくれることを頭に入れながら米

山の寄付をお願いしたいと思っております。。 

西北クラブと西クラブとで、いろいろな活動を楽しくでき

ればと思います。本日はどうも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    11月 17日（木）18：30～ 会場：北二条クラブ 

               『夜間移動例会～新会員歓迎会～』     クラブ奉仕委員会 

                                   ソング：それでこそロータリー 

 

得能宗洋会員：石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、川村地区幹事、本日はありがとうございます。 
吉田聡子会員：石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、川村地区幹事、今日はありがとうございます！ 
西岡憲廣会員：石丸ガバナーをお迎えして！誕生日を祝っていただいて！誕生日祝。 
久保 隆会員：石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、ご苦労様です。 
渡邊葉子会員：石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、川村地区幹事を歓迎いたします。 
小林秀樹会員：石丸ガバナーようこそ。 
小川眞治会員：ガバナー公式訪問例会ご苦労様です。石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、川村地区幹事同行 

ありがとうございます。 
安藤壽建会員：家族感謝を祝っていただきありがとうございます。石丸ガバナーようこそ。 
海野 均会員：石丸ガバナー本日はよろしくお願いいたします。 
菊田 等会員：RI 第 2510 地区石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、川村地区幹事、本日ようこそお越しくだ 

さいました。よろしくお願いいたします。 
西 智樹会員：ガバナー公式訪問例会ご苦労様です。よろしくお願いいたします。 
岡出敏美会員：石丸がバナーの卓話楽しみです。 
光岡富士夫会員：石丸ガバナーのお話楽しみにしております。 
中嶋成実会員、新谷喜信会員、池上喜重子会員、遠島芳然会員、石垣尚之会員：石丸ガバナー、古野ガバナ 

ー補佐、川村地区幹事をお迎えして。 
RI 第 2510 地区石丸修太郎ガバナー：本日はよろしくお願いいたします。 
古野重幸第 4 グループガバナー補佐：ガバナー公式訪問にあたって。 
川村忠地区幹事：地区大会では大変お世話になりました。ありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ 

11 日 (金) 札幌幌南 イニシエーションスピーチ (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 15 日 (火) 札幌清田 理事会裁量により休会

11 日 (金) ライラック 定例休会 15 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
12 日 (土) 札幌手稲 11日繰上夜間移動例会 16 日 (水) モーニング 夜間移動例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

14 日 (月) 札幌南 財団奨学生卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 16 日 (水) 札幌 ロータリー財団月間に因んで (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
14 日 (月) 札幌北 ロータリー財団地区財団委員会卓話 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 16 日 (水) 真駒内 勇者の会　卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
15 日 (火) 札幌西 ㈱秋吉　代表取締役卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 16 日 (水) 新札幌 ロータリー財団月間に因んで (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
15 日 (火) はまなす 新入会員卓話 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 17 日 (木) 札幌東 ロータリー財団月間に因んで (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


