
札幌西北ロータリークラブ 
 

『年 次 総 会』 

               得能宗洋会長・吉田聡子幹事 

                   ソング:クラブ賛歌 

 

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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11月17日(木) 晴れ 

●ソング／なし 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●11月17日出席率／ 

会員33名中欠席14名、規定除外者3名53.3% 

●10月27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／前回の例会終了後に、定例理事会を開催いた

しましたので、ご報告いたします。詳細は、お送りした議

事録をご参照ください。１．年間プログラムについて議事

録に添付の通り承認されました。２．札幌西北RC・札幌西

RC・札幌手稲 RCの３クラブ合同例会について承認となり

ました。3月末頃の開催に向けて両クラブと日程を調整い

たします。３．2022年「手続要覧」印刷冊子について、前

回の例会にてご案内いたしましたが、本年度より手続要覧

の印刷冊子の提供が廃止され My Rotary からのダウンロ

ードのみになります。希望の場合は印刷冊子での購入が可

能ですが、クラブ分の購入はなしという事で承認されまし

た。ダウンロード版が購入されましたらご案内いたします。

４．未来ビジョン委員会について、今年度・次年度の会長

幹事を中心に１月より始動予定です。クラブ活性化のため、

中長期計画を考えていきます。５．今後の『ロータリー杯

争奪西区手稲区中学校スポーツ大会』について、2023 年

1/29(日)開催の卓球のみの大会を最後に、スポーツ大会を

終了する意向であることが札幌手稲 RCより報告いただき

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ま

した。／11/20(日)に神戸ポートピアホテルにて開催され

る「メジャードナー顕彰午餐会」に小川会員が奥様とご参

加されます。イアン H.S.ライズリーTRFロータリー財団

管理委員長とジェニファーE.ジョーンズ RI会長も参加さ

れるとの事です。／第１回ファイヤーサイド・ミーティン

グについて、第1班が12/5(月)、第2班が11/22(火)、第

3班が11/29(火)、第4班が12/5(月)、第５班が12/2(金)

の開催となっております。／2023年5/27～31にオースト

ラリアのメルボルンにて開催される国際大会の早期登録

申込期日が、12/15までとなっております。また、5/28に

は日本人親善朝食会も開催されます。登録をご希望の方は、

事務局までお知らせいただきますようお願いいたします。

／次週、11/24（木）は国民の休日週により、休会です。

次回の例会は12/1（木）と

なりますのでお間違えの

無いようにお願いいたし

ます。また、次週例会終了

後、定例理事会を開催いた

します。理事、役員の皆様

は、ご出席をお願いいたし

ます。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 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 195,034円 達成率  28.97％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額369,000円 達成率  36.90％ 

●主要プログラム 

『夜間移動例会～新会員歓迎会～』クラブ奉仕委員会 

会場：北２条クラブ 18：30～ 

Vol.XLIII  No.２１１０ 

第２１１０回 例会 

2022年 12月 1日（木） 

 

 

 

 

第２１０９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  な し                                                                                                                                                                                                                                                                                       

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  池上喜重子 会員（平成１６年１２月４日） 

                       池上学院グローバル アカデミー専門学校 

入 会 記 念 日  海野  均 会員（平成２２年１２月２日） 

                                                                                                                                          長谷川累偉 会員（令和 ３年１２月２日）         

                                                                                                                                          池上喜重子 会員（平成１８年１２月７日）  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月２８日入会 五十嵐 信彰 会員 

令和３年１２月 ２日入会 長谷川 累偉 会員 

令和４年 １月２７日入会 濱中  宜樹 会員 

令和４年 ６月 ９日入会 光岡 富士夫 会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8日（木）  『職業奉仕卓話』      

プロジェクト奉仕委員会 職業奉仕委員 横山 哲也 会員 

                                      ソング：四つのテスト 

 

得能宗洋会員：久しぶりの夜間例会、皆様楽しんで下さい。 

吉田聡子会員：新入会員の皆様、入会ありがとうございます。これからよろしくお願いします！ 

穴倉廸彌会員：新入会員の皆様、入会おめでとうございます。 

小林秀樹会員：皆様の入会を祝して！！ 

渡邊葉子会員：新会員の皆様よーこそ。 

海野 均会員：安酸さん、石垣さんを歓迎して。 

望月陽介会員：安酸さん、石垣さん宜しくお願いします。楽しんで下さい！ 

西 智樹会員：本日の夜間移動例会、よろしくお願いします。 

岡出敏美会員：西北ロータリー入会おめでとうございます。 

関 欣昌会員：久しぶりの夜間移動例会を祝って。 

ニコニコＢＯＸ 

2 日 (金) 札幌幌南 年次総会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 6 日 (火) 札幌清田 年次総会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
2 日 (金) ライラック 年次総会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 6 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
3 日 (土) 札幌手稲 年次総会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 7 日 (水) モーニング 年次総会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

5 日 (月) 札幌南 年次総会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 7 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
5 日 (月) 札幌北 年次総会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 7 日 (水) 真駒内 会員卓話 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
6 日 (火) 札幌西 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞで北海道を活性化！ (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 7 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
6 日 (火) はまなす 年次総会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 8 日 (木) 札幌東 理事会裁量により休会

市内他クラブのプログラム

令和３年８月１９日入会 

安酸 敏眞 会員 

 

 

11月22日 

第２班 第１回 

ファイヤーサイド・ 

ミーティング開催 

@ JRタワーホテル日航札幌 

スカイレストラン『丹頂』 

令和４年６月９日入会 

石垣 尚之 会員 

【新会員の皆様ご入会おめでとうございます！】 

 


