
札幌西北ロータリークラブ 
 

『年男・年女の新年の抱負』 

                渡邊葉子会員、菊田等会員 

                   ソング: 我等の生業 

 

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   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月19日(木) 雪 

●ソング／クラブ会歌・手に手つないで 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●ゲスト／ 

札幌西北ロータリークラブ 

ご家族：安藤敏子様、久保真佐子様、西岡則子様、 

光岡久美子様、小川若木様、新谷清美様、 

髙見悦子様、得能光枝様、遠島久美子様、角田直様 

札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブ 

会 員：松山恵美子様、坪隆志様、金昌震様 

ご家族：坪望様、朋槻様、花音様、良生都様、 

金奎斌様、俐安様 

●1月19日出席率／   

会員32名中欠席8名、規定除外者2名73.3% 

●12月8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／ロータリー財団より、馬杉榮一会員へ3回目の

マルチプル・ポール・ハリス・フェローピンが届いておりま

すのでお渡しいたします。 

●幹事報告／1/24(火)18時30分より第 1回未来ビジョン委

員会を開催いたします。参加者は得能会長、吉田幹事、菊田

直前会長、西会長エレクト、葛西副幹事、久保会員増強委員

長の6名です。／1/29(日)9時より手稲区体育館にて第41回

ロータリー杯争奪西区・手稲区中学校スポーツ大会が開催さ

れます。以前よりお伝えしていました通り今回が最後の大会

となります。当日は得能会長が閉会式で大会講評を行う予定

です。／今月のロータリーレートは、132円です。（前月138

円） 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円  達成額 278,000円 達成率  52.65％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円  達成額 275,358円 達成率  40.90％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額477,000円 達成率  47.70％ 

●主要プログラム 

『新年家族会』           クラブ奉仕委員会 

日時：2023 年1 月19 日(木)18：30～ 

会場：京王プラザホテル札幌 地下1F プラザホール 

18：45 開 会     総合司会：関欣昌副委員長 

会 長 挨 拶         得能宗洋会長 

委員長挨拶         西智樹委員長 

出席者紹介         関欣昌副委員長 

19：45                馬杉榮一会員 

～歓 談～ 

19：25  マジックステージ    スペンサートリックス 

20：00  ビンゴ大会      進行：西智樹委員長 

20：25  閉 会 挨 拶        西智樹会長エレクト 

20：30  ソング「手に手つないで」 

20：35  閉 会 
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第２１１４回 例会 

2023年 1月 26日（木） 

 

 

 

 

第２１１３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  安酸 敏眞 会員（１月２６日） 

                                                                                                                                                                                              望月 陽介 会員（１月２８日）                                                                                                                                                                                                                                                                      

久保  隆 会員（２月 １日） 

家族感謝の日  小川 眞治 会員（１月２８日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  小西 政秀 会員（平成２４年１月２６日） 

                                                                                                                                                                                                                        濱中 宜樹 会員（令和 ４年１月２７日） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       2月 2日（木） 『国際奉仕卓話』     

岡出敏美国際奉仕委員長 

                                        ソング：クラブ讃歌 

 

得能宗洋会員：あけましておめでとうございます！新年家族会楽しんで下さい。 
吉田聡子会員：新年家族会、楽しみです！ゲストの皆様、どうぞごゆっくりお楽しみ下さいませ。 
穴倉廸彌会員：家族感謝の日祝。 
小川眞治会員：新年家族会の初例会です。今年も出会いを大切に楽しい日々になりますように祈ります。 
池上喜重子会員：皆さんと今日初笑いしましょう。 
望月陽介会員：明けましておめでとうございます。3 年ぶりの新年家族会、チャーターメンバーの皆様も多 

くいらして頼もしいです。 
西 智樹会員：久々の新年家族会です。皆様、楽しんで下さい。 
関 欣昌会員：久しぶりの新年家族会を祝して。 
馬杉榮一会員、西岡憲廣会員、久保隆会員、新谷喜信会員、安藤壽建会員、小林秀樹会員、渡邊葉子会員、 
菊田等会員、遠島芳然会員、葛西純一会員：あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ 

20 日 (金) 札幌幌南 ゲスト卓話 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 24 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
20 日 (金) ライラック 定例休会 24 日 (火) 大通公園 定例休会
21 日 (土) 札幌手稲 会員卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 25 日 (水) モーニング 夜間移動例会
23 日 (月) 札幌南 ゲスト卓話 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 25 日 (水) 札幌 通常例会 (札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
23 日 (月) 札幌北 職業奉仕委員会担当例会 (ロイトン札幌) 25 日 (水) 真駒内 年男の弁 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
23 日 (月) ひまわり衛星 定例休会 25 日 (水) 新札幌 職業奉仕月間に因んで (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
24 日 (火) 札幌西 ゲスト卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 26 日 (木) 札幌東 職業奉仕について (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
24 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

市内他クラブのプログラム


