
札幌西北ロータリークラブ 
 

『デザインで人生を楽しく！』 

       伊藤千織デザイン事務所 代表 伊藤 千織様 

                 ソング: 手に手つないで 

 

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   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月2日(木) 晴れ 

●ソング／クラブ讃歌 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●2月2日出席率／   

会員32名中欠席9名、規定除外者3名69.0% 

●1月19日確定出席率／ 

会員32名中欠席0名、規定除外者2名100% 

●会長報告／1/29(日)に第 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した。誠に残念ながら

本大会をもって中学校スポーツ大会は終了いたします。ご協

力をいただきました皆様ありがとうございました。 

●幹事報告／2/5(日)にZOOMにてRLIセミナーパートⅢが開

催され、小林会員と葛西会員が受講される予定です。／当ク

ラブが支援している特定非営利活動法人勇者の会のチャリ

ィーイベントがイオンモール札幌発寒店にて 2 月 13 日(月)

～15日(水)の3日間開催されます。札幌西北ロータリークラ

ブが主催となりレモネード販売を実施いたします。3 日間の

うち国際小児がんデーである2 /15(水)に当クラブの奉仕活

動として参加いたします。／3/10(金)に 18 時より札幌グラ

ンドホテルで開催される第4グループ・第5グループ合同Ｉ

Ｍのご案内を先日皆様にお送りしております。「あなたにと

ってロータリーとは」をテーマとし、ロータリーの意義とそ

の多様性を学び再確認することを開催趣旨としています。当

クラブからは会長、幹事、青少年奉仕委員、クラブ奉仕委員

長、入会3年未満会員の皆様を出席義務者とし、衛星クラブ

会員と併せて 11 名程度の参加を予定しています。／ロータ

リー米山記念奨学会より、確定申告用の領収証が届きました

ので配布いたしました。再発行はできませんので、申告まで

紛失されないようにご注意くださいますようお願いいたし

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／西智樹クラブ奉仕委員長 

今年度のニコニコBOXについてですが上半期が終了し、目標

額 100万円のところ達成額 51万円、達成率 51.1％となって

います。残り約半分ですので皆様ご協力をお願いいたします。 

●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 461,000円 達成率  68.48％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額525,000円 達成率  52.50％ 
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第２１１５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  馬杉 榮一 会員（２月２３日） 

家族感謝の日  西岡 憲廣 会員（２月２２日） 

                                                                                                     菊田  等 会員（２月２２日） 

                                                                                                     得能 宗洋 会員（２月２８日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  な し 



●主要プログラム 

『国際奉仕卓話』 

奉仕プロジェクト委員会  

国際奉仕委員 岡出 敏美会員 

【国際奉仕の基本理念】 

国際的なプロジェクトでボ

ランティアをしたり、海外のパ

ートナーとの協同活動を通じ

て、平和と相互理解を推進する

ことを基本理念としております。 

それでは、RI2510地区でどのような国際奉仕活動をしてい

るのかを説明させていただきます。 

2005年に「地区世界社会奉仕（WCS）検証ツアー」として始

まった、事業確認のための訪問は、コロナの感染拡大で長期

間渡航は叶いませんでしたが昨年 2022年 11月 1日～6日の

期間で人数制限を設けた中「国際奉仕・VTT 委員会 検証ツ

アー」が実施されました。 

環境事業、教育図書事業、水と衛生（WASH）事業とグロー

バル補助金を含めた事業の様子の確認のために、タイ東北、

カンボジアへ訪問いたしました。 

水と衛生事業の検証として、Ban-dua（バ－ンドア）保険所

教育・環境事業の検証として、Ban  Si Gai School(バン・シ

ーガイ学校)、Ban Prao Nue School（バン プラオ ヌエ

学校）などを訪問しました。 

RI2510地区の国際奉仕活動「タイ検証ツアー」をまとめた

動画がありますので、下記QRコードより動画をご覧下さい。 

 

【RI2510 地区の国際奉仕活動「タイ検証ツアー」】

https://willplant.xsrv.jp/data/index.php/s/H2xrjMkXtGjPm8C 

 

 

 

 

 

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        3月 2日（木） 『労務管理について』     

安藤 壽建 会員 

                                        ソング：クラブ会歌 

 

得能宗洋会員：岡出さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

西岡憲廣会員：岡出会員の卓話楽しみにしてきました。 

久保 隆会員：岡出委員長、ご苦労様です。 

西 智樹会員：岡出会員、卓話よろしくお願いします。 

葛西純一会員：岡出会員の卓話楽しみです。本人の誕生日祝。 

関 欣昌会員：岡出さんの卓話、楽しみです。 

岡出敏美会員：本日、国際奉仕委員として卓話をします。よろしくお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ 

17 日 (金) 札幌幌南 令和の大学教育とは (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 21 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

17 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 21 日 (火) 大通公園 法定休日週の為、休会

18 日 (土) 札幌手稲 17日繰上夜間移動例会 22 日 (水) モーニング法定休日週の為、休会

20 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 22 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

20 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 22 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

20 日 (月) ひまわり衛星 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 22 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

21 日 (火) 札幌西 法定休日週の為、休会 23 日 (木) 札幌東 法定休日
21 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


