2022年10月26日困 第2502号

The Weekly Report of SUNAGAWA RC

砂川口 タリ クラブ会報
■

本日は 11月2 日困第 2503 回例会 ■

会員卓話、四大祝福
S AA 信太委員長担当
卓話講師 信太英樹委員長
テーマ 漢字の奥深さ

※ RC レート

■

次 週 の 予 定 ■

11月 9 日困 会員卓話 出席委員会山田賢司委員長担当
第2504回 講師 山田委員長 テーマ 石油業界の裏話
ll月16日困 ゲスト卓話
R 財団・米山委員会担当
第2505回 卓話講師 国際ロータリー第2510地区

11月 1日より 1$ 148 円

ロータリー財団委員会 委員長 松原重俊様

第2502回例会記録 2022年（令和4年）10月 26日困晴れ「四つのテスト」唱和 「奉仕の理想」音楽のみ
・
ゲスト紹介

本日はいらっしゃいません。

・
ビジター紹介

本日はいらっしゃいません。
会 員 卓 話
会長 造田 孝志

会 長 報 告
〈表彰伝達〉 山崎義彦会員
染谷 昇会員
山田 大会員
幹 事 報 告
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2022 -2023年度 地区大会報告

幹事 俵谷 薫

場 所 札幌プリンスホテル パミール館

①芦別ロータリークラブより、 9 月29日・10月

高橋俊美副会長担当
日

時

2022年10月15日

ホストクラブ札幌西 RC

コ・ホストクラブ

6 日分会報と、11月例会のお知らせが届いて

札幌西北 RC として、2510地区大会を開催され

おります。

ました。

②砂川市社会福祉協議会より、すながわ社協だ

コロナ感染拡大防止のため、オンライン参加

より新年号（2023年 1 月号）掲載の福祉年賀

によるハイブリット方式での開催となり、全体

広告への協力依頼が届いております。

的には質素で簡素な大会でありました。

③囲ノヴェロより、北海道新聞新年号「年賀名
刺広告」のご案内が届いております。
④パートナーズ囲より、2023年国際ロータリー

テーマ「ロータリーに想いを馳せる」

’国際口雷、タリ“第25葡地区施区天会

年次大会「メルボルン大会」参加旅行募集案

R12510地区のテーマ R。”り魯色 m

内が届いております。

「口ータリーに想いを馳せる」

委員徐報告
社会奉仕委員会

～明日の口ータリーに夢を込めて～

委員長 藤田 秀邦

本日は、ご多忙のところ、会員の皆様にリン

クラブの皆さんが主役です

ゴの袋詰めをお手伝いいただき、誠にありがと
うございました。おかげ様にて、天候も良く、
スムーズに袋詰めを行うことができました。こ

開会の言葉

大会実行委員長 島本 和明

れも皆様方の日頃の行いが良い事の証であると

点

ガバナー

鐘

感謝申し上げます。

石丸修太郎

国歌斉唱・ロータリーソング

ロータリー財団・米山委員会
委員長 飯津 明彦
本日、ロータリー財団へ高坂会員、西川会員、
瓜会員より各 150 $ 、米山記念奨学会へ高坂会
員、西川会員、瓜会員より各12,000円のご寄付
をいただきました。有難うございます。

物故者追悼
歓迎の言葉

ホストクラブ会長

川村 忠

来賓挨拶

北海道知事

鈴木 直道

（副知事代理）
札幌市長 秋元 克広
（副市長代理）

2022・2023年度
国際口ータリー第2510地区地区大会本会

区を変えられるか？」との講演がありましたが、
途中失礼して帰途につきました。以上簡単では
ありますが、地区大会報告といたします。

Ri25 ユ 0地区の現況

口ータリー財団の財務状況 Rouy申郵で
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委員長 山田 賢司

第2502回例会
※在 籍 数 38名 ※出席規定免除
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※本日出席基数 36名 ※本日欠席者数

2名
5名

※本日出席率 86. 11 %
阿部憲道会員

※本日欠席者

近藤俊継会員、佐藤正一郎会員
佐藤文優会員、山内勝人会員
ニコニコボックス
※リンゴ袋詰めにご参加ありがとうございまし
た。また高橋副会長、地区大会のご報告あり

20ニロ・コ1こ」4 ● N陣＝一「りー之引’~'

地区大会プログラ j

がとうございました。

大会テーマーロータリーに想いを騒てる

〇造田孝志会長

※地区大会の報告をさせて頂いて。
〇高橋俊美会員

戸瑠'cE-k,"ltS1.L'EZPk

※本日は、リンゴの袋詰ありがとうございまし

~札幌西ロータリークラブ

藤田秀邦会員

た。

~札呪西北ロータリークラブ

※ポールハリスフエローの 2 回目のバッチを頂
石丸修太郎

ガバナー挨拶

RI会長代理挨拶

きました。

※ポールハリスフェローのバッチを頂きまし
て。

来賓挨拶

2510地区クラブ紹介
各クラブの活動状況写真にて紹介
(1クラブ 4-5 名の参加のため）
1クラブ1分の予定が長くなりlH近くかかりました。

山崎義彦会員
染谷 昇会員

※ポールハリスフェローのバッチを頂きまし
た。

山田賢司会員

本日のニコニコBOX 18,000円 累計額 682,000円
☆は超高額、＠は高額、〇は多額

RI現況報告
午後からは、特別企画として「 RYLA は地

※米山記念奨学会：目標 480,000円
本日 36,000円 累計 369,000円
※ロータリー財団：目標 6,000 $
本日
450＄
累計
3,250 $
本号担当：武田昭二 次号担当：竹田俊一
事務局：砂川ノぐークホテル内（IEL01Z5-52-3989)
会長 造 田 孝 志 幹事 俵 谷 薫
欠席届は前日昼迄に信太英樹SAAまで（亀歌-3218・
FAX52-弱招）

