
　歴史と伝統のある札幌南
ロータリークラブの会長就任
にあたり一言ご挨拶申し上げ
ます。
　本年度もコロナの終息が
見えない中でクラブ運営を
行うことになりますので、会員
の皆様に色々とご迷惑をお

かけすることも多々あると思いますが、よろしくご協力
お願い申し上げます。
　さて、本年度の重点テーマは「ロータリーライフ「奉
仕」と「親睦」－－少し学んでたくさん楽しもう」とさせ
ていただきました。今回の会長就任にあたりRLIという
研修をZoomで3回受講しましたが、その時に初めて気
づいたことがありました。それは入会時に先輩から
「ロータリーとは何か」については例会に毎回出席する
うちに分かってくると教えられ、当クラブの雰囲気が好
きで毎回例会に出席し17年経っていましたが、ロータ
リーについて何も理解していなかったこと、そしてロー
タリーとは仲良しクラブではないということでした。そ
こでせっかくロータリーに入会したのなら115年続く
ロータリーについてもう一度皆さんと「学ぶ」年度にす
るのもいいのではないかと思いテーマを決めさせてい
ただきました。
　重点目標は4つを掲げております。
1.新入会員を増やし、退会防止に努め女性会員10%
以上を目指そう
2.ロータリーを学ぶ機会を増やし、単なるロータリー
会員からロータリアンになろう

3.次世代を担う子供・青少年が「夢と希望」を持てる世
界になれるよう支援しよう

的極積で員全に動活仕奉ともの神精の」ぎやごな「.4

に参加し、よりいっそう親睦を深めよう
とさせていただきました。
簡単に説明しますと、
1.クラブを維持発展させるには会員の増強が欠かせ
ないと思います。RI会長のテーマも「もっと行動し、
もっと成長する」にあるように、これを実行していく
ためにも会員の増強が必要です。そしてこれからは
すべての組織で女子のエンパワメントが重要とな
ります。
2.当クラブは「なごやぎ」の精神のもと仲の良いクラブ
ですが、ロータリーの「奉仕」についてもみんなで学
ぶ機会を提供出来たらいいと思いました。そのため
にはガバナーの地区目標でもあるRLI研修に参加す
ればロータリーについて最低限の知識は身に付き
ますし仕事にも役立てることができると思います。
3.現状のコロナ禍においては生活にも困窮している子
供、青少年が増えていると思います。今年度は将来
の日本を支える子供・青少年の現状の実態について
調べ、支援活動を中心に活動したいと思っています。
4.クラブ活動に参加される方が固定化しているという
声も聞かれますので、今年度は継続できる全員参加
での奉仕活動を探していきたいと思っています。一
緒に活動することでよりいっそう親睦を深めること
ができると確信しています。
　以上、色々と申し上げましたが、ロータリーは各クラ
ブが主体であり、国際ロータリー、地区の下部組織で
はありません。札幌南ロータリークラブの会員が月曜
日にロータリーの仲間と楽しいひとときを持てること
が一番価値あることだと思いますので「なごやぎ」の精
神を大切にして運営していきたいと思っています。
　どうぞ本年度よろしくご指導ご協力お願い申し上
げます。
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委員会活動方針
福山 恵太郎 ロータリー情報委員長・寺江 伸一郎 親睦活動委員長
荒井 竜一 会員増強委員長・池田 達昭 プログラム委員長
村上 和輝 広報委員長・佐藤 信也 職業奉仕委員長・小仲 秀俊 社会奉仕委員長
西尾 長幸 国際奉仕委員長・佐藤 嘉一 青少年奉仕委員長
齋藤 友子 ロータリー財団・米山奨学会委員長

■本日のプログラム

例会前の音楽 メンデルスゾーン 甘い思い出、信頼
食卓の音楽 メンデルスゾーン 8重奏曲

村山 圭一 会長会長就任挨拶



新会員紹介

福山 耕司 さん
Koji Fukuyama

福山醸造㈱ 代表取締役社長
〶065-0043 東区苗穂町2-4-1
TEL 717-8181   FAX 711-0280
音楽鑑賞・読書
プログラム

入 会 日
推 薦 者
職業分類

2021年7月5日
村山圭一
醤油製造

Zoomによるオンライン接続

　今年度初の試みとして、7月5日（月）例会よりZoom

によるオンライン接続を実施 致しました。

　当日は3名の会員がオンラインで接続して参加いた

だきました。事前に何度かテストを行い準備をしまし

た。札幌南ロータリークラブとして初の試みでしたので、

会員の皆様が無事に接続していただけるのか不安は

ありました。しかし、日頃からZOOM接続でお仕事もさ

れているのか、全く問題なく接続頂きました。

　少し残念だったのが、皆様ビデオを切って接続され

ていましたので、素敵なお顔を拝見できませんでした。

せっかくのZOOM例会ですので、ビデオをオンにして

ご参加頂けると幸いでございます。初めての方もイン

ターネットでZOOMを検索するとホームページで詳し

い説明を見ることが出来ますので、ご覧になってくださ

い。事務局からメールで送信しているZOOMのURLを

クリックするだけでも、ご利用になれるように設定して

おりますので、お試し頂ければと思います。

　ZOOMは、カメラの付いたパソコンやノートパソコン、

スマホ、iPadの様なタブレット端末からご参加頂けま

す。初めてでもぜひ、チャレンジしてみてください。引き

続きZoomによるオンライン接続も会場開催と並行し

てハイブリッド例会として行いますので、コロナ禍によ

り例会参加できない方、急遽仕事の都合で参加できな

い方など、お気軽にZoomへご参加ください。

勤務先・職名
勤務先住所

趣 味
所属委員会

西谷 春海 さん
Harumi Nishitani

ダイダン㈱ 北海道支店 支店長
〶060-0807 北区北7条西5丁目8-5 データビル5

FTEL 716-9116   FAX 726-7322
ゴルフ・スキー
親睦活動

入 会 日
推 薦 者
職業分類

2021年7月5日
荒井竜一
空気調和設備工事

勤務先・職名
勤務先住所

趣 味
所属委員会

中矢 一国 さん
Kazukuni Nakaya

三菱地所リアルエステートサービス㈱ 
札幌支店 支店長
〶060-0002 中央区北2条西4丁目1 北海道ビル6F
TEL 281-6005   FAX 221-3762
ゴルフ・スキー・スポーツ観戦
親睦活動

入 会 日
推 薦 者
職業分類

2021年7月5日
本間良二
不動産売買

勤務先・職名

勤務先住所

趣 味
所属委員会



村山　圭一 会員

山本　　勤 会員

井樫　博之 会員

嶋津　　博 会員

武部 實 パストガバナー

舟本　秀男 会員

木下　義章 会員

湊　　秀樹 会員

荒井　竜一 会員

小仲　秀俊 会員

佐藤　嘉一 会員

会長就任致します。

一年間会員の皆様よろしくお願い申し

上げます。

副会長の山本です。

1年間宜しくお願いします。

副会長を拝命致しました。失敗を恐れ

ない精神で1年間頑張ります！

一年間宜しくお願いします。

①村山、嶋津年度に期待をして。

②福山耕司さんの再々入会と西谷、中

矢さんの入会を喜び。

村山チームのスタートおめでとうござ

います。次年度会長として大いに学ば

せていただきます。

村山丸の出港を祝してと福山耕司氏

の再入会を祝して。

1年間よろしくお願いいたします。

①西谷支店長のご入会を祝して。

②今年度会員増強委員長を務めさせ

ていただきます。1年間宜しくお願い致

します。

社会奉仕委員長に就任致します。

一年間よろしくお願い致します。

青少年奉仕委員長に就任致します。

宜しくお願い致します。

ニコニコ BOX

理事会

（7月5日　定例）

○2021-2022年度予算（案）について

○2021-2022年度例会予定について

○2021-2022年度役員・理事・委員会構成について

○2021-2022年度上期会費納入について

　会費納入時に一括徴収する内訳について

　・上期会費 ……………………………… 110,000円

　・記念品費 ……（誕生日、結婚記念日・各3,300円）6,600円

　・周年記念事業積立金…………………… 2,000円

　合計 …………………………………… 118,600円

　＋R財団寄付、米山記念奨学会寄付→申込者のみ

　＋ガバナー月信→申込者のみ（理事・役員・各委員

長は無料）

　＋2020-2021年度例会費等余剰金を上期会費に

充当する方は合計額から差し引いた請求をする

○新型コロナウイルスによる7月例会でのビジター受

入・メークアップ受付・出席規定免除の適用につい

て

○財団奨学生について

○新会員の所属委員会について

　新会員 西谷 春海 会員、および中矢 一国 会員の所

属委員会については[親睦活動委員会]とする。

　新会員 福山 耕司 会員の所属委員会については[プ

ログラム委員会]とする。

○出席規定適用免除（10名）の継続について

○なごやぎ功労会員について

○札幌南ロータリークラブの銀行預金口座名義変更

について

○ガバナー補佐について

会務報告

○昨年度理事会報告について

・2020-2021年度例会費の返金について

　新型コロナウイルス感染拡大防により例会取消が続

きました。例会取消分の例会費について6月29日理

事会で諮らせていただいた結果、休会中の例会費の

還元に関しては、今年度も引き続き会員になられる

方が対象で、いつもお世話になっている札幌パーク

ホテルの商品券1万円分と現金4万円分、合計一人

当たり5万円還元することが決定されました。

・奉仕事業・予備費等の余剰金については以下3カ所

に合計100万円の寄付を実施することが決定されま

した。

　・（財）北海道盲導犬協会

　・札幌市絵本基金「子ども未来文庫」

　・札幌市特別奨学金

○2021年度7月から国際ロータリー為替レートが

1$=111円に変更となります。

○札幌西ロータリークラブより「創立60周年記念誌」

が届いております。ご覧になりたい方は事務局まで

ご確認ください。

○富良野ロータリークラブより創立60周年記念事業と

して、「演劇の街富良野」のPRを願い、富良野ロータ

リークラブ60周年記念事業を紹介するDVDと富良

野高校演劇同好会全国高等学校総合文化祭出場作

品DVDが届いております。ご覧になりたい方は事務

局までご確認ください。



創　立／昭和31年6月22日 会　長／村山　圭一 幹　事／嶋津　博
例会日／月曜日　12：30 例会場／札幌パークホテル ☎511-3131
事務所／中央区北2条西4北海道ビル902　　☎231-1297 FAX222-2744
メールアドレス／info@sapporo-south.ri2510.gr.jp
URL／http://www.ri2510.gr.jp/sapporo-south/index.html

休会（国民の祝日を含む週のため）

7月5日（月）雨第2,985回例会
司　会  村山　圭一 会長

出席率  79名中欠席20名

  （79.73％出席免除10名）

（6月21日）出席率 100％

※新型コロナウイルスによる出席規定免除のため

ニコニコBOX　7月5日分 95,000円

2021－22年度累計 95,000円

2021－22年度目標金額残 905,000円

次週例会 2021年7月19日（月）

夜間例会

「温泉ソムリエに聞くアフターコロナの楽しい話」

18：00～ ホテルオークラ札幌 2階「フォンテーヌ」

次回例会 2021年7月26日（月）

■市内他クラブプログラム

ゲスト卓話
 俳優・北海道演劇財団理事長  斎藤 歩 氏

休会（例会取消）

就任挨拶（3）
 理事・各委員長
移動例会「新会員卓話」関 欣昌 会員
於）京王プラザホテル ※ビジター参加不可 ※受付なし

第1回クラブ協議会

ミニフォーラム　委員会活動について

移動例会「役員・委員長就任挨拶」　於）プリンスホテル
国際館パミール　※ビジター参加不可　※受付なし

新入会員卓話　（2名）

移動例会「就任挨拶 SAA・会計（今年度予算）」
於）ホテルヤマチ

休会（国民の祝日が含まれる週のため）

移動例会　職場訪問　　※受付なし

7月13日（火）

7月13日（火）

7月13日（火）

7月14日（水）

7月14日（水）

7月14日（水）

7月14日（水）

7月15日（木）

7月15日（木）

7月16日（金）

7月17日（土）

7月19日（月）

札 幌 西

札幌はまなす

札 幌 清 田

札幌モーニング

札 幌

札 幌 真 駒 内

新 札 幌

札 幌 東

札 幌 西 北

札 幌 幌 南

札 幌 手 稲

札 幌 北

就任挨拶
 理事・役員・各委員長

※ビジター来訪の際、事前申込が必要なクラブもございますので、他クラブ
への来訪を予定されている方は、事務局までご確認ください。

齋藤　友子 会員

堀元　雅司 会員

本間　良二 会員

西尾　長幸 会員

財部　　朗 会員

赤地　勇己 会員

寺江伸一郎 会員

小倉　泰彦 会員

西谷　春海 会員

中矢　一国 会員

本年度ロータリー財団・米山奨学会委

員長を拝命致しました。宜しくお願い

致します。

今年度副幹事宜しくお願いします。

①前年度、ロータリー情報委員長を退

任しました。前年度山谷会長他役員・

理事の皆さん、お疲れ様でした。

②本日からスタートの村山会長年度の

船出を祝って。

③本日、福山耕司さん、西谷春海さん、

中矢一国さんの入会を祝して。

福山耕司さん、おかえりなさい！

先週で米山、ロータリー財団委員長を

退任致しました。1年間ありがとうござ

いました。

2020年の広報委員長の大役を頂きま

してありがとうございました。皆様お世

話になりました。

一年間宜しくお願い致します。

誕生日のお祝いありがとうございまし

た。

本日入会させて頂きます。宜しくお願

い致します。

本日入会致しました。宜しくお願い致

します。
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