
札幌西北ロータリークラブ 
 

『新会員歓迎会』 

                  会場：北二条クラブ 

                  クラブ奉仕委員会  

 

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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ソング   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月10日(木) 晴れ 

●ソング／クラブ会歌 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●11月10日出席率／ 

会員33名中欠席7名、規定除外者3名76.7% 

●10月20日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者4名100% 

●会長報告／なし 

●幹事報告／10/27（木）のガバナー公式訪問と11/1（木）

の札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブ認可祝賀会の

集合写真を小川会員がご厚意でプリントしてくださいま

した。ご参加の皆様には本日配布させていただきましたの

でご確認ください。小川会員ありがとうございました。／ 

11/1（木）に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した。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

名の方々にお集まりいただきました。ご参加いただいた

皆様ありがとうございました。／11/13(日)に ZOOM にて

RLIセミナーパートⅡが開催され、当クラブより小林会員

と葛西会員が受講される予定です。／2022年手続要覧手

続要覧の印刷冊子の提供が廃止され My Rotary からのダ

ウンロードのみになると国際ロータリー日本事務局より

お知らせがありました。11月中にMyRotaryに掲載予定と

なっておりますので、掲載されましたらご案内いたします

／第 1 回ファイヤーサイドミーティング実施についての

ご案内を先日お送りさせていただきました。テーマを「会

員増強・奉仕活動の充実等について」に設定し、6人～７

人程度の5班に分けて開催いたします。／今月のロータリ

ーレートは、148 円です。（前月 145 円）／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。 

●委員会報告／クラブ奉仕委員長 西 智樹会員 

11/17（木）に新会員歓迎会と題しまして、夜間移動例会

を開催いたします。今のところは政府からの行動制限がな

い限り開催を予定しております。ソーシャルディスタンス

を守ってお楽しみいただければと思います。 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 232,000円 達成率  43.94％ 

●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349,000円 達成率  34.90％ 

●主要プログラム 

『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 

ロータリー財団：目標とする奉仕 

ロータリー財団はロータリーの使

命を達成するための手段です。 

ロータリー会員は会費を通じて国

際ロータリーを支援し、寄付を通じ

てロータリーを支援しています。 
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第２１０８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  山本 耕司 会員（１１月２０日）                                                                                                                                                                                                                                                                                       

家族感謝の日  久保 隆  会員（１１月２８日） 

           髙見 幸浩 会員（１１月２９日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 

 



ロータリー財団委員会 

小川 眞治 委員 

ロータリー財団 国内財団・国際

財団のドーナが存続。 

ロータリー財団委員会 

東京クラブのプロジエクトとし

て発足。日本ロータリーの創業者 

米山梅吉。翁の死去御その偉業を記念して創設されました。

奨学金の対象は主として、東南アジアからの支費留学生に 

学生に学費の援助を行う制度です。国内ロータリーアンから

の寄付金（普通寄付）個人・法人・クラブからの寄付によっ

て、賄われます。当クラブでは人頭５，０００が寄与されて

います。２００７年に設立し、２０１２年文部科学省の認可

公益財団法人となりました。 

国際ロータリー ロータリー財団 

２０世紀初頭アメリカのシカゴからポール・ハリス（青年

弁護士）によりクラブが誕生されました。１９１７年 ロー

タリー財団として発足。1983年、米国・イリノイ州の大会で 

非営利財団として発足されました。2017年、米国アトランタ

にて国際大会で財団創立100年記念祝いが行なわれました。

基金には・・・ 

年次基金…財団寄付は年次基金と恒久基金があります。 

財団基金には使途を指定した使途指定寄付と、使途を指定

しない寄付があります。地区年次基金は二つの活動資金に分

けられます。その５０％は地区活動資金として地区に還元さ

れます。残り５０％国際財団活動資金として使われます。年

次基金は２年間の利殖期間を置いて、３年後全額を使用され

ます。 

恒久基金…世界理解と平和のための基金・元本金には手をつ

けず、その利子配当だけをプログラム資金に充てる、安定し

た安定した運営を図る基金です。 

表彰規定…年次基金は１０００ドル以上が、（ポール、ハリス・

フエロー）財団友の会員となり、１０，０００ドル以上の会

員はメジャ・ドナーとなります。

 

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         12月 1日（木） 『年次総会』      

得能宗洋会長・吉田聡子幹事 

                                       ソング：クラブ賛歌 

 

得能宗洋会員：渡邊さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

吉田聡子会員：渡邊さんの卓話よろしくお願いします！ 

小川眞治会員：ロータリーの友 11 月号に「私の一冊」に投稿したのが投稿されました。財団卓話、渡邊 

会員よろしくお願いいたします。 

久保 隆会員：入会記念日を祝っていただいて。 

池上喜重子会員：葉子さんのパワーある卓話楽しみです。 

中嶋成実会員：渡邊様、卓話の方よろしくお願いいたします。 

渡邊葉子会員：衛星クラブ設立祝賀会、ありがとうございます。本日の卓話よろしく！ 

遠島芳然会員：本日の卓話よろしくお願いいたします。 

西 智樹会員：渡邊様、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

関 欣昌会員：渡邊さんの卓話楽しみです！ 

葛西純一会員：渡邊会員、本日の卓話よろしくお願いいたします 

岡出敏美会員：渡邊様の卓話楽しみにしております。 

ニコニコＢＯＸ 

18 日 (金) 札幌幌南 理事会裁量により休会 22 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

18 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 22 日 (火) 大通公園 法定休日週の為、休会

19 日 (土) 札幌手稲 夜間移動例会 23 日 (水) モーニング 法定休日
21 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 23 日 (水) 札幌 法定休日
21 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 23 日 (水) 真駒内 法定休日
22 日 (火) 札幌西 法定休日週の為、休会 23 日 (水) 新札幌 法定休日
22 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会 24 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


