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『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 
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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 
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12月1日(木) 雪 
●ソング／なし 
●司会 ／得能 宗洋会長 
●ビジター／なし 
●12月1日出席率／ 
会員33名中欠席6名、規定除外者1名81.3% 

●11月10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／11/26(土)に第4・5グループ合同会長・幹事
会開催され、私（得能会長）と葛西副幹事が参加しました
のでご報告致します。合同ＩＭが3/10（金)に札幌グラン
ドホテルにて開催されることが発表されました。会費は
8,000 円で人数制限のためクラブで 11 名まで申込が可能
との事です。3クラブ合同例会開催日が3/28(火)に決定致
しました。会場は札幌プリンスホテルを予定しています。
地区新会員オリエンテーションが 4/22(土)・23(日)に開
催されるとの事です。詳細なご案内がありましたら皆様に
お知らせ致します。／11/20(日)に神戸ポートピアホテル
にて開催された「メジャードナー顕彰午餐会」に小川会員
と奥様がご参加されました。／ロータリー米山記念奨学会
より、小川眞治会員に第8回マルチプル米山功労者の感謝
状が届いておりますので贈呈致します。米山功労者は寄付
額 10 万円ごとに感謝状が送られます。／11/13 に開催さ
れました「RLI セミナーパートⅡ 」に参加された小林秀
樹会員と葛西純一会員に地区 RLI 委員会より修了証が届

いておりますのでお渡し致しま
す。／本日は冨岡公治会員がご
出席されていますので、お渡し
できていなかった地区大会の個
人表彰をさせていただきます。
永年出席 100％会員として記念
品のバッジを贈呈致します。 

●幹事報告／持ち回り理事会を開催し、札幌西北ひまわり
ロータリー衛星クラブの新入会員としてチェスパ・マリア
ンナさんの入会が承認されました。入会日は 12/1となり
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。 
●委員会報告／なし 
●米山記念寄付／ 
目標額528,000円  達成額 234,000円 達成率  44.32％ 
●ロータリー財団寄付／ 
目標額673,200円  達成額 208,034円 達成率  30.90％ 
●ニコニコBOX／ 
目標額1,000,000円 達成額389,000円 達成率  38.90％ 
●主要プログラム『年次総会』 得能 宗洋 会長 
次々年度会長及び次年度役員・理事の選挙の結果、次の通り
全員一致で信任されました。 

次々年度会長        ：望月陽介会員 

次年度副会長        ：海野 均会員 

次年度幹事         ：葛西純一会員 

次年度会計         ：安藤壽建会員 

次年度ＳＡＡ委員長     ：髙見幸浩会員 

次年度クラブ奉仕委員長   ：関 欣昌会員  

次年度奉仕プロジェクト委員長：菊田 等会員 

次々年度会長：望月陽介会員 

本来であれば西会員が私の後の
年度に会長になって頂く予定でし
たが私の諸事情により交代してい
ただきました。重責を感じておりま
すが何とかクラブを盛り上げたい
と考えております。皆様宜しくお願
い致します。 

次年度副会長：海野均会員 

皆さんおつかれさまです。次年度
西会長から副会長を命ぜられまして
受けさせて頂く事になりました。以
前、吉田会長の時に副会長経験があ
りますが、その時の経験を生かして
西会長の元、協力をしていきたいと
思っております。副会長が活躍する

場ではないと思いますが、色々な面で相談に乗っていきたい
と考えております。宜しくお願いいたします。 
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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  得能 宗洋 会員（１２月 ８日） 

                                                                                                                                          遠島 芳然 会員（１２月１３日）                                                                                                                                                                                                                                                                                        

家族感謝の日  望月 陽介 会員（１２月１０日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 



次年度幹事：葛西純一会員 

西会長年度の幹事を仰せつかり
ました葛西です。どうぞよろしくお
願い致します。今年度、得能会長・
吉田幹事のもとで副幹事として運
営や行事等々多くの事を勉強させ
ていただきました。学んだ経験を活
かし次年度幹事としてスムーズな
運営に努めて参ります。よろしくお

願い致します。 

次年度会計：安藤壽建会員 

西北ロータリーの次期会計委員
長に選任れて、今後 1 年間適正な
会計の執行が円滑に進められるよ
う微力ながら実行していきます。  
会員の皆様宜しくお願いします。 

次年度
ＳＡＡ委員長：髙見幸浩会員 

SAA 委員長を拝命いたしました
髙見です。入会年度の浅い若輩者で
はございますが、次年度「西体制」
の例会等、スムーズな運営に寄与で
きますよう頑張らせていただけれ

ば幸いです。私、勤務先も三越さんと目と鼻の先ですので、
次年度は「皆勤」目指して頑張ります。どうぞよろしくお願
いいたします。 

次年度クラブ奉仕委員長：関欣昌会員 

クラブ奉仕委員会委員長という
大役に今から緊張するとともに身
の引き締まる思いもいたします。
まだまだ力不足ではございます
が、現在のクラブ奉仕委員会委員
長である西会員のもとであと半年
しっかりと勉強させていただき、
なんとか次年度の円滑な運営につ
なげていきたいと考えています。 

よろしくお願いいたします。 

次年度奉仕プロジェクト委員長：菊田等会員 

この度は、次年度奉仕プロジェ
クト委員長のご指名いただき、総
会にて承認されましたことありが
たく厚く御礼申し上げます。 

 奉仕プロジェクト委員長は初め
ての職務ではありますが、ロータ
リーの基本であります 

奉仕の精神にのっとり奉仕活動の
充実を図っていきたいと思っております。 

 また、現在サポート中の「勇者の会」、衛星クラブを巻き込
んでの奉仕活動も計画いたしたいと思っております。 

 西会長エレクトを支えるべく、少しでもお役に立てるよう
頑張りたいと思っておりますので、会員皆様のご指導、ご鞭
撻の程宜しくお願いいたします。 

 

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 15日（木）  『年男の今年の振り返り』      

寅年の皆様～小川 眞治会員、久保 隆会員、池﨑 潤会員 

                                       ソング：奉仕の理想 

 

得能宗洋会員：本日の年次総会よろしくお願いします。 

吉田聡子会員：年次総会、よろしくお願いします！ 

冨岡公治会員：インフォーマルミーティング第３班大変楽しく有意義に過ごしました。 

西岡憲廣会員：年次総会、無事終了願ってます。 

中嶋成実会員：年次総会、皆様師走です。 

新谷喜信会員：今年も新谷商店の海産物よろしくお願いします。 

菊田 等会員：久々の例会です。年次総会よろしくお願いいたします。 

遠島芳然会員：年次総会よろしくお願いします。 

西 智樹会員：年次総会、よろしくお願いします。 

葛西純一会員：本日の年次総会、よろしくお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ 

9 日 (金) 札幌幌南 リーターアクト上期報告 13 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)
9 日 (金) ライラック 定例休会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 13 日 (火) 大通公園 定例休会
10 日 (土) 札幌手稲 「手稲の未来について」未来ビジョン委員会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 14 日 (水) モーニング 年末親睦家族会
12 日 (月) 札幌南 ウォーターヘルスケアで健康経営 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 14 日 (水) 札幌 創立90周年記念式典・祝賀家族会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
12 日 (月) 札幌北 社会奉仕委員会担当例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 14 日 (水) 真駒内 年次総会 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
13 日 (火) 札幌西 年次総会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 14 日 (水) 新札幌 年次総会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
13 日 (火) はまなす 夜間移動例会 15 日 (木) 札幌東 年次総会・新会員卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


