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第４・第５グループ合同IM開催にあたって

国際ロータリー第2510地区　　　　　　　
第４グループ ガバナー補佐　古野　重幸
第５グループ ガバナー補佐　平　　昌夫

　毎年会員増強が最重要課題になっていますが、残念ながら十分な成果があがっていません。
問題は新しく入会するメンバーがいる一方、せっかく何年か活動したのに退会するメンバーが
多いことです。それは何故か。単に時間とか費用のせいではなく、個々人がロータリーの価値
について、しっかりと“腹落ち”していないからではないでしょうか。

　武部 實パストガバナーのロータリーの定義は大変分かりやすく、『ロータリーの友』2017年
2 月号「視点 ガバナーのページ欄」で紹介されました。「奉仕の心を持つ多少恵まれている人
たちが、世界中の多くの恵まれない人たちのために支援する組織であり、会員一人一人の支援
は小さいけれど、世界中のロータリアンがまとまると、とっても大きな支援になる」。この言葉
をポケットに入れておけば、「ロータリークラブってどんな組織」といつ誰に訊かれても明快に
答えられる。このことは大変大切なことだと思います。
　さて、ロータリーという組織は素晴らしい、でもホントの腹落ちにはメンバー一人ひとりが
自分自身にとっての意義や価値を感じる必要があると思います。ロータリーという組織の定義
は一つかもしれませんが、個人にとっての価値は様々であると思います。私にとっての一番大
きな価値は、例会を中心に多くの仲間と交流することによって得られる自己研鑽（自分磨き）
です。「ロータリーの例会は人生の道場である」という米山梅吉翁の言葉は至言です。「ロータリー
入門書」の著者である前原勝樹パストガバナーの「ロータリーは親睦の中から奉仕の理想を生
み出す集団」という言葉は親睦と職業奉仕を土台とするロータリーの本質を見事に示し、勇気
を与えてくれます。

　 3年ぶりのIM（Intercity Meeting）を企画するにあたり改めて「ロータリー情報マニュアル」
を開いたところ、「都市連合会。近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会合。その
目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、さらに、会員にロータリーの情報を伝え、
奉仕の理想を勉強するために開催される」とありました。
　皆さんから事前にいただいた「あなたにとってロータリーとは」はすべてこの冊子に掲載致
しました。加えて第 4・第 5グループの 5名のパストガバナーや本年度のガバナー補佐全員か
らも頂戴しました。今回のIMがクラブを超えた会員相互の親睦の機会になり、また皆さん一人
ひとりがロータリーの価値を再発見し、その価値の“腹落ち”の一助になることを祈念いたし
ます。

－1－

国際ロータリー第2510地区　第４・第５グループ　パストガバナー

小林　博（札幌北RC）2002－2003年度ガバナー
ロータリーは親睦・奉仕だけでなく「人間性豊かなヒューマニティあふれるヒト
を育てるところ」。

塚原　房樹（札幌東RC）2005－2006年度ガバナー
私にとってロータリーとは、肌の色、言葉、生活習慣の異なる世界の国々の中で、
奉仕の心を持つ得難い友人が得られるところ

羽部　大仁（札幌幌南RC）2014－2015年度ガバナー
私のロータリー精神は『和顔愛語』です。（無財の七施より）
そして1915年のロータリアン誌11月号にポールは「微笑みにお金はいりません。
ですが、人生の小道を素晴らしく輝かせてくれます。」

武部　實（札幌南RC）2016－2017年度ガバナー
奉仕の心を持つ多少恵まれている人たちが、世界中の多くの恵まれない人たちの
ために支援する組織であり、会員一人一人の支援は小さいけれど、世界のロータ
リアンがまとまると、とっても大きな支援になる

福井　敬悟（札幌手稲RC）2020－2021年度ガバナー
ロータリーはFellowship（友情）とService（超我の奉仕）を活動の基本におく運
動で「寛容の精神」で調和されている所です。

国際ロータリー第2510地区　ガバナー

石丸　修太郎（札幌西RC）
「ロータリーの定義」
ロータリーとは、ロータリアンにとって個々人の余裕の尺度である。精神的余裕、
時間的余裕、経済的余裕が揃わなければロータリーに携わる意味はない。それぞ
れの余裕の範囲で真の満足が得られるのがロータリー。
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国際ロータリー第2510地区　ガバナー補佐

第1グループ　　忠津　章（羽幌RC）
私にとってロータリーとは、「己を磨く砥石」と思っている。
磨けば磨くほど切れ味（己のスキルアップ）が良くなる。

第2グループ　　高山　訓正（滝川RC）
ロータリーの人達は社会奉仕活動や人道的活動に目を向けて日々活動、職場・地
域に奉仕の心を持って活動して何かを行うときには一つにまとまる集団である

第3グループ　　松下　早苗（栗山RC）
「ロータリーの定義」四つのテストです。
簡潔で誰でも見ただけで理解できる短い言葉。
ロータリアンであれば暗唱できる耳慣れた言葉。
好き嫌い、親切にしていただいたことがある、嫌なことを言われたことがある等々
感情がたっぷり入ってしまった時はメロディーつきで四つのテストを心で唱えます。

第4グループ　　古野　重幸（札幌RC）
ロータリーはふるさとへの恩返し。生かされていることに感謝して。

第5グループ　　平　昌夫（札幌南RC）
ロータリーとは、色々な業種の方々と知り合い、色々な考え方や行動に触れるこ
とにより自己研鑽を積むことが出来る素晴らしい場と考えています。また、奉仕
活動や行事を通じクラブがまとまって行くのも大きな魅力です。

第6グループ　　吉田　聡（倶知安RC）
四つのテストに「みんなのためになるか、どうか」が置かれている。
これは何もロータリー活動に限定される訳ではない。
自分自身の行動規範であり、毎日をよりよく過ごすための拠り所として
この言葉を大切にしている。
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第7グループ　　五十嵐　宏（千歳RC）
私のロータリーの定義は「奉仕」が基本だと思っております。その奉仕が人によっ
て異なることで良いと思います。
体力のある若い人は「体力」で、又お金のある方は「金銭」で、職業で知恵のあ
る方はその「知恵」で、色々なそのロータリアンの人の考えで奉仕することが大
切ではないでしょうか。

第8グループ　　髙村　洋子（様似RC）
創始者の精神に軸足をおき、職業倫理を重んじ
自らの言動を「 4つのテスト」に照らし戒めながら
人の上に人を作らず！人の下に人を作らず！
「他」の良さを認め合い親しく、そして楽しく交流する場所。

第9グループ　　濱中　實（室蘭RC）
ロータリーとは
信頼のおける友と集い、ともに学び、ともに知恵を絞り、ともに汗を流し、時に
は悩み、苦しみそれでも諦めずに一歩ずつ歩みを進め地域へそして世界中へ「幸せ」
の循環（サークル）を創るところである

第10グループ　　玉井　清治（函館亀田RC）
クラブ自治権です。ロータリーの主体はクラブであり、定款細則に大きく逸脱し
ない限りクラブの範疇で決定出来る素晴らしいということです。つまり他者にと
やかく言われる筋合いのものではないということでしょう。

第11グループ　　柏木　秀之（函館五稜郭RC）
ロータリアンとなり、自分の興味深い奉仕部門を入口として活動に協力結果に結
びつけられる事に意義を感じ、奉仕の場、機会にて色々な会員と知り合える喜び、
多くの会員の道徳的意見に自ずと意識が高まる事と思います。

第12グループ　　田辺　真樹（白老RC）
私は「ロータリークラブは共通の倫理観を共有する会員の集まりで会員同士の親
睦を通して友情を育み世界の平和や親善に寄与することを目的とする団体」と考
えます。
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国際ロータリー第2510地区　第４・第５グループ　会長

大原　雅（札幌RC）
私にとってロータリーとは、自己研鑽の場である。自分は、社会人でありながらも、
これまで特定の職業の方々との繋がりしかなく、ロータリーを通じ、多くの方々
と交流させて頂き、より人生を深めたい所存です。

徳物　葉子（札幌はまなすRC）
最初に浮かぶのは友達が出来るです。大人になっての友人作りは色々面倒ですが
ロータリアンと言うだけで安心して友人関係になれます。ボランティア意識を再
確認し世界の災害時ではロータリーを通して参加出来ます。

蓑輪　隆宏（札幌北RC）
ロータリーに入り学び、気付きそして人に喜ばれる活動をすることで、いい人と
のご縁に繋がるチャンスを貰える場」つまり、いい「ご縁」に繋がる「運」を貰
えるところ。それがロータリークラブだと考えます。

大西　正啓（札幌モーニングRC）
私にとってロータリークラブとは、精神的支柱である。
仕事や私生活での出来事などにより心に大きな波が押し寄せた時でも例会に参加
し、向上心があり精神性の高い仲間と触れ合うことで、またフラットな精神状態
に戻ることができるからである。
また、このクラブにおいての様々な体験が、自分の小さな成功体験へと繋がって
おり、今後もこの繰り返しで更に成長していきたいと考えている。

川村　忠（札幌西RC）
世代と業種を超えた幅広い交友関係が形成される場

得能　宗洋（札幌西北RC）
ロータリーの魅力は会員である。会員一人ひとりがクラブにもたらす倫理観、ス
キル、経験、熱意が、それぞれの地域に、そして世界に変化をもたらす団体。

平川　香織（札幌手稲RC）
私にとってのロータリーは、多くの人と知り合い、多くの体験をし、多くを学ぶ！
そこから自己成長、慈しむ心を養い、誠意を持って尽くすことを知り、人生を豊
かにするもの。
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井上　善博（札幌東RC）
ロータリーは、多様性を認め、公正性を重視し、職業奉仕をベースに各自の職業
や専門職務において高い倫理基準と高潔性を求め、地域社会の発展や世界平和と
親善を目指して行動するリーダーが集う世界的な団体である。

高橋　宣充（札幌清田RC）
多様な会員のアイディアに関心を持ち、奉仕する喜びに感動し、様々な出会いに
感謝する 3つのカンを持つ組織、それがロータリーである。

伊藤　利道（札幌幌南RC）
ロータリーは親睦と奉仕を実践するために、それぞれの職業において模範となる
仕事を遂行する職業人の集まりである。

齋藤　康嗣（札幌真駒内RC）
ロータリーはライフワークの一つと考えております。
日本、海外のロータリアンと親睦を分かち合い、時には奉仕活動を共に実行でき
る集まりと考えております。

舟本　秀男（札幌南RC）
持続的企業成長と社会貢献（SDGｓ）を併せ持つ“ゼブラ企業”に成長するため
の修練の場

田村　理（札幌大通公園RC）
会員間の絆を深め、かつ、郷土、祖国、さらには世界の役に立つための奉仕活動
を行う団体。

金家　保治（札幌ライラックRC）
色々な業種の方、日本人以外の人との交流が出来る。
普通に生きていたらありえないことです。
色々な知識を得る、素敵な場所を提供する場だと思います。

本間　勝行（新札幌RC）
ロータリーは私の人生を通じてどうあるべきかの参考書であり、発見という学び
の場である。
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阿　部　晃　士
ロータリークラブは、人の痛みを共に感じ、人に愛を届ける集団である。

藤　井　公　人
奉仕を通して会員同士の交流と資質の向上を図ることが出来る団体である。

福　山　眞　司
ロータリーは「見返り」を求めることなく必要としている人に支援の手を差しのべることが
出来る組織である。

原　田　　　寛
ロータリーは、多くの師と自分を鍛え励ましてくれる素敵な仲間たちの集まりである。

橋　本　　　毅
奉仕活動と例会を通じて、生涯の友と出会えるチャンスを与えてくれる組織が自分にとって
のロータリーである。

林　　　将　告
ロータリークラブは、奉仕の理想を生み出す組織ではありますが、“Leadership”という言
葉を多用する通り、ロータリーが、「事業・専門職務のリーダーと地域社会のリーダーから
なる世界的ネットワーク」であることによって、地域社会のリーダーから様々な学びをいた
だく組織です。

日　浅　尚　子
ロータリーとは学びの場である。
ロータリーとは社会を知る場である。
ロータリーとは人と交わる場である。
ロータリーとは紳士淑女の集まる場である。
ロータリーとは社会に尽くすことができるかを考え実践する場である。

札幌ロータリークラブ
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加　藤　欽　也
私にとってロータリーとは、あらゆる分野において第一線で活躍されている会員との親睦を
図ることによって自らを成長させる場であるとともに、奉仕の精神を共有し行動する場です。

加　藤　哲　也
ロータリーとは、仕事を通じて奉仕する集まりであり、自己成長とロータリアン同士のエン
ゲージメントの向上である。

小金澤　健　司
昨今話題となる多様性、公平性、これはまさしくロータリーの価値観ではと捉えています。
そして同様に環境問題、サスティナブルであること、これらは自身が向上し続けることがそ
の前提と捉えています。これも又ロータリーの価値観である、ロータリーで大切にしたい価
値観です。

栗　林　昌　弘
対人関係の輪を拡げる場。活動を通して誰かの役に立つ場。自分自身を研鑽する場。

松　原　良　次
大原雅会長は今年度のテーマを「集う」「知る」「紡ぐ」とされましたが、コロナ禍で例会の
開催さえ難しい状況を経験した今、会員が集い、お互いのことを知り、その意思を未来につ
なぐことが大切であると思います。

本　　　昌　子
知識と経験が豊富なロータリアンが集まり、お互いが尊重しあい、更に切磋琢磨し、社会を
愛情豊かに育てていく精神を磨き、地域に住む方々、将来を担う若者や子供たちへ支援を重
ねていく場。

向　山　松　秀
ロータリーは奉仕の志を抱く職業人が集い、科学的かつ合理的な経営を学ぶ修業の場である。

長　尾　　　昭
例会に集まる人との出会いと意見交換から自分自身の成長に繋がり、仕事への取り組み方も
変わってくるし、困難な時も糸口が見えてくる。そこから自分が行っている仕事に真剣に取
り組み人様の役に立ち、会社が大きく成長することで世のため人のために成り、奉仕に繋が
るものである。
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長　瀬　隆　則
ビジネス以外でのコネクション、人との繋がり（人脈）を広げ自分自身を成長させる場所。

中　島　好　美
「ロータリーは、例会での親睦を通じて、地域社会の結束を高めている」その様に感じてい
ます。自分の仕事を知ってもらい、仲間の方々の仕事も理解し、それぞれが業務の活性化を
図り社員の幸福に繋がって行く事が奉仕の第一と思います。

中　田　隆　博
私にとってロータリーとは、仕事や奉仕活動を通じさらに社会に貢献するため、あらゆる分
野において様々な経験を持つ会員の皆様との親睦を通じて、自らの人間性を磨き成長させる
場です。

大　木　孝　志
私にとってのロータリーを一言で言うと「奉仕の理想を楽しく学ぶ場」ということです。先
ずは、身近な所から「ありがとう」という言葉が少しでも増えていけばいいなぁと考えてい
ます。

指　川　　　司
ロータリーとは「人生の実践哲学」である。

下津谷　圭　司
ロータリーとは、社会貢献、親睦、情報の交流、自己研鑽といった、普遍的価値を有するも
のの実践の場所である。

須　藤　　　啓
私にとってロータリーとは、通常ではお会いすることすらできない方々と出会う機会を与え
てくださり、各方面でご活躍されている経験豊富な会員の皆様から直接に貴重なお話を伺う
ことのできる最高の「学び場」だと考えています。

田　部　敏　之
ロータリーは、奉仕の精神や機会を体得できるとともに、諸先輩からのご指導・ご鞭撻を頂
くことで、自己成長にもつながる貴重な「場」である。
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武　部　幸　紀
ロータリーは、人と出会い親交を深め、自己研鑽できるとても良い場所。

竹　田　　　淳
ロータリークラブでの活動（親睦）を通じて、自身の会社の事業や倫理基準を高め、事業を
通して社会への奉仕を実行していくこと。そして事業だけではなく個人生活、社会生活にお
いても奉仕理念を実践することである。

竹　原　慎　雅
ロータリーは奉仕の精神を学び、実践することで自らの人生と社会を豊かにする団体。

田　中　暢　優
毎回の例会が常に新たな発見の場であり、自分にとりましては成長の修業の場です。たいへ
んありがたい後学の場であり、このようなロータリーの活動を通じまして世の中に少しでも
貢献できるとすれば、誠にありがたいことです。

田　中　伸　哉
ロータリーの例会では多くの会員と交流させていただくことで、広く・深く社会を知ること
ができました。同時に先輩方を見ているとまだまだです。真のロータリアンに近づくように
精進していきたいと思います。

寺　内　達　郎
ロータリーは、異業種の皆様との出会いの場です。また、様々なビジネスのヒントとなる人
脈形成の場でもあります。

冨　岡　俊　介
ロータリーとは、親睦と奉仕という一見相矛盾する、あるいは両者の関係性が明確ではない、
この 2つの目的を両立・併存させようとしている組織である。

植　田　英　隆
最近、よく分かっていなかったことを実感しました。改めて、親睦と奉仕とのこと、自分にとっ
て足元の見つめ直しを心がけます。
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山　下　敦　志
「ロータリーは、自らの職業を通じて社会に貢献するロータリアンが集い、刺激を受けなが
らお互いの成長を促す場」だと考えています。

山　崎　泰　弘
常に奉仕の心を持ち続け、自社の専門的な知識・技術を広く社会活動を通し、脱炭素社会の
構築やカーボンニュートラルへの取り組みへ貢献してく。

札幌手稲ロータリークラブ

久　末　晃　介
わたしにとってロータリーとは、これが全てではありませんが、仲間を増やす場であり、人
間関係を構築する方法を学ぶ場であると考えます。
お恥ずかしながら、この年齢と立場にも関わらず、社交性に乏しい性格のため、人前でお話
する機会の多いロータリーでは勉強させて頂いています。

石　川　信　行
「ロータリーが良い団体である」ということは間違いがないですが、なぜ会員は増えないの
でしょうか？「ロータリーしかない時代からロータリーもある時代」である今、ロータリー
も生まれ変わる必要があると思います。

長　瀬　真一郎
まずは、活動を通じて自身の成長の機会を得たいです。そして、他の方々の活動を参考に、
自身が行うべき奉仕活動を模索したいです。最後に、クラブでの活動が私にとって憩いの場
になることを期待しています。

大　塚　哲　也
それぞれの会社では経営者は孤独であると思うが、仕事とは離れて職業や年齢の垣根なく、
互いに理想とする奉仕活動を学びながら、人としての成長を促進し、生涯の友をつくること
ができる有難い団体。
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札幌はまなすロータリークラブ

愛　須　一　史
『仕事ではなかなかお会い出来ない様々な業種の方と、共通の目標－例えばクラブ全体で留
学生をサポートする、地域住民の生活に潤いを与える－を掲げ、共に行動することで、新た
な経験をする事が出来る場』

青　木　貞　康
誘われるままに入会したが、毎週毎週の時間を確保することが出来ないと思っていました。
続けているうちに工夫が生まれ始め時間を確保することが出来ました。活動はとても大事だ
が私にとっては何かを続けるための行動規範です。

半　澤　浩　定
ロータリーとは、『自分磨きの場であり、社会人として経営者として自分に足りないことを
見つけ、これからの会社経営を補える場所であり世の中に形となって貢献できる場所』です。

斉　藤　淳　一
ロータリーとは『職業倫理の工場と自己研鑽と学びの場』である。

佐　藤　　　勉
『自分が社会に対して何が出来るかを見つけて行く場』

高　杉　　　昇
奉仕という同じ志を持つ者の仲間作り場と考えます。

玉　造　啓　子
自身の会社企業時からロータリーの四つのテストは社是として力強く支えてくれています。
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青　山　雅　彦
奉仕の心と様々な業種の方との親睦、及び先輩ロータリアンから学ぶ人間力の向上

林　　　里　紅
私にとってロータリーとは、人生のスパイスです。
仲間や奉仕活動を通して様々な経験から刺激を頂いております。

星　田　英　治
日常の小さな幸せに感謝し、足りていることを認識し、その幸せを周りに広めて行くこと
※ロータリーとは何かというよりも、ロータリーに参加して自分を磨くポイントが上記のよ
うなことだと考えます。

川　内　玄　太
「ロータリーはHERO」
世界のロータリーアンが優しい気持ちで世界を救う。

黑　川　　　篤
ロータリークラブは親睦と奉仕を実現する団体

大　舘　政　弘
「恐らく同業者だけの集まりの中では生まれて来ない発想を感じる。自分が本当に思う、物
事への価値観と将来への展望である。それをロータリアンの仲間と共に感じ、日々成長しな
がら社会貢献の実現ができる組織」

田　村　健　一
理想の社会の縮図。自分の利益に一生懸命な人の集まりではなく、多種多様な経営者が一つ
の同じ志に向かって一丸となり、仲間のために一生懸命だからこそ生まれる信頼が理想の社
会の礎になっていると思います。

渡　辺　　　亮
『職種や年齢を問わない信頼できる仲間とともに、奉仕の心を一つにして行動を起こす、自
らの知識・教養を高められる組織。』

吉　田　美　穂
志の高い諸先輩、同志の導きにより、自分を進化させていくことの出きる場所。同じ時間を
過ごすことで、仕事では得ることのできない、たくさんの学びと感動が体験でき、自分を成
長させることが出きる場所。

札幌北ロータリークラブ
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阿　部　竜　司
私にとってロータリークラブとは、他の機会では得られない貴重な仲間と経験を得られる
「サードプレイス」である。下は20代から、上は80代の諸先輩方まで、年代に関わらず、（良
い意味で）全く上下関係のしがらみを感じさせることなく、まさに「仲間」として接するこ
とのできる場は他にない。また、私が主に携わっている青少年奉仕活動や当クラブ独自の植
樹活動等も、当クラブに所属していなければおよそ体験しえなかった貴重な活動である。こ
のように整理してみると、私にとってロータリークラブは、最早人生においてなくてはなら
ない存在になっている、と実感する。

菊　地　啓　介
私にとってロータリークラブとは、様々な経験を通して心を豊かにしてくれる場所です。こ
の 3年を振り返ってみた時に、積極性に欠け、物事を深く知りたいというタイプではない自
分が例会やクラブ活動を通じ、いつの間にか未知の世界の経験をし、心地よさを感じていま
した。特に植樹活動では、仲間と一緒に汗を流して植樹をし、その後の木の世話が大切であ
ることを教えていただきました。今は仲間とたくさん語らい、クラブ活動を通じて心豊かに
なりたいと思っています。

芳　賀　広　健
私にとってロータリークラブとは、社会との接点の一つです。家族、仕事、友人、趣味以外で、
社会と関わることができる貴重な場です。

星　　　桂　一
入会してまだ日が浅いのですが、人生の学びの一つの場として捉えています。
自ら学びつつも、社会に役立てるようになりたいと思います。

酒　井　博　幸
私にとってのロータリーとは、自身の職業で交わることのない方々と、分け隔てなく、親睦、
奉仕によって、より良い環境に自身を引き上げてもらえる場所です。
続けることで、確実に豊かになってます。

内　田　芳　史
私にとってロータリーとは、人脈づくりの場である。

札幌モーニングロータリークラブ
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伏　木　　　淳
入会 7年半ですが未だよく分かりません。各界のリーダー的方々の中で研鑽させて頂ければ
幸いです。
また、ロータリーは世界組織なので、貧困、衛生、環境、平和など世界的課題に民間レベル
で取り組む組織と想います。

川　村　仁　一
世代を超え、日常ではお会い出来ない方々や異業種方々との出会い、奉仕の理念

前　原　絢　子
4 つのテストの精神と継続の力を学びました。最近では女性会員も増え、クラブや地区でも
活躍され頼もしい限りです。親睦と社会奉仕がロータリーの真意と私は考えます。コロナ禍
中断されたこれらの活動の復活を祈ります。

中　村　真　規
信義を大切にする団体の仲間に加わり、奉仕活動を通して仲間との親睦を深めることで、自
己の成長を目指すとともに、自社の社会へのミッションの自覚と積極的行動の原動力にする。
これが私にとってのロータリーです。

小　川　義　明
異業種交流の場で、年齢を問わず色々な方のお話を聞くことができ、私の会社にも参考でき
る事がたくさんあり、自分自身笑顔を与えてくれる場所です。

下　村　卓　也
学ぶことが終わらない大学
大人になっても友人が出来る所

田　口　圭　三
ロータリーはまだ未知である

高　橋　　　都
私にとってロータリーとは、世代、業種を超えた地域社会にとどまらず国際社会ともつなが
ることのできる場です。インターアクト委員になったことにより、新たな世代交流を経験す
ることができるようになりました。

札幌西ロータリークラブ
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徳　田　雄　大
出会いの場だと考えています。人と出会って人を頼りにし、頼りにされる存在になる事が今
の私にとってのロータリーです。
人の考えは様々なので、会員さんと話をする事で新たな知見に出会うのも楽しみのひとつ。

若　月　裕　之
自身の道徳的基準を高め、確立する場
異なる業種の多くの会員から学びを得ることが出来る場

濱　中　宜　樹
社会貢献、奉仕活動から人間として成長していける場

長谷川　累　偉
「今」支援が必要な人や地域社会に対して、ロータリアンができるだけの支援や、活動を継
続的にしていく。

石　垣　尚　之
ロータリーとは、奉仕の精神を養い奉仕活動を行うことによって、社会及び自ら人生を豊か
にするもの。

小　林　秀　樹
ロータリアン各自の専門職の実践を通して広く世の中に良い事を行う集団

葛　西　純　一
地域社会に対しての奉仕活動と世界平和を目指す活動をする集団。

札幌西北ロータリークラブ
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松　山　恵美子
何を目的とする会なのかも、わからず入会しました。
今、少しずつ勉強し、何かお役に立てる事ができればと思います。

望　月　陽　介
ロータリーで出会った人々を通じて自己を研鑽するもの。活動を通じ互いの人生が豊かにな
るもの。

西　　　智　樹
会員同士の親睦を深め、人生の先輩方より、多くの知識を身につけ、地域に対しての奉仕活
動で恩返しをできる組織。

関　　　欣　昌
会員相互の親睦を深め、自己啓発を深めながら、ひとりひとりの奉仕のちからを集約し、大
きな奉仕のちからに変えていく組織

内　田　　　薫
入会してまだ日が浅い私にとって、ロータリーとはとの問いに明確な答えはございません。
ただ、ロータリーは私にとって学びの場であり、世の中へのお役立ちの精神を行動に移す場
であると思います。

渡　邊　葉　子
高い倫理基準を持った職業人・社会人が、世界平和を目指す集団。

安　田　浩　司
様々な職業のメンバーとの交流を通して、様々な考えを理解して世の中で自身が役立てる部
分を見つけ出し実行できること。更に、知識の向上や柔軟性が得られるなど、個々人の成長
機会が得られる場であること。

吉　田　聡　子
世界の平和を願い、地域、社会への奉仕を行うという同じ志を持つ人生の先輩や仲間の考え
方や生き方を学ぶことができ、心通じ合う同志ができる場所
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出　倉　恵　隆
ロータリーとは他人に対する思いやりの心を形に表わすことのできる団体。「奉仕の心」と
は「仁の心」。仁の心は真心に重なる。人の心を動かすことができる。一人ではできないこ
とを力を合わせれば必ず実現できる団体。

福　見　隼　人
仲間とともに奉仕の精神を磨く場所

伏　木　　　進
奉仕のこころを育み、世界・地域に貢献するリーダー集団

石　田　剛　毅
多様な価値観を学ぶ、視座を高める、人の役に立つ活動を実践する集い。

河　原　昌　文
2020年 7 月に入会し在籍が 2年半になりましたが、しっかりとしたロータリー観の醸成には
至っておりません。しかし日頃多くの会員の多様性や暖かい心に触れ、真摯なその姿に「人
づくり」を肌で感じております。

喜　多　伸　行
社会奉仕委員長として少しでも奉仕ができ、社会の役に立てたらと思っております。ロータ
リアンとしても奉仕理念を念頭に行動していきます。継続的な実践行動を行います。

古　瀬　康　紘
私にとってロータリーとは、「俗世でのしがらみから離れ、日頃付けている仮面を外し、素
の自分となれる場所。そして、己の未熟さを実感し、自分を磨く場所。」

小　山　　　茂
I Serve（ロータリーの奉仕とは親身になること）
※「ロータリー語 I serve」2630地区　服部芳樹氏（2014年 7 月17日）
※「職業奉仕とロータリーモットー」2510地区　塚原房樹氏（2023年 1 月26日）

札幌東ロータリークラブ
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村　田　千　尋
入会 8ヶ月目の私ですら100文字で語るのはとても難しい課題でした。同志と喜びや満足感
を共有することが何よりです。境遇が異なる仲間が集い、同じバッジを胸に共通の目標に向
けて活動するに尽きると考えております。

岡　澤　邦　幸
ロータリークラブとは、異業種の職業人が「奉仕活動とまちづくり」を行い、明るい豊かな
社会の実現を目指す団体。

沖　田　俊　弥
札幌東ロータリークラブに入会して 6年目を迎えます。私にとってロータリークラブとは？
即答できるまでの境地に至っておりませんが、ここ 2年間ほどは仕事上の迷いや悩みに突き
当たるたびにこの問いに向き合うことが多くなったことに気づきます。ロータリークラブの
奉仕の精神に立ち返るとき、仕事との向き合い方、仕事とのかかわり方、仕事の受け入れ方
など、つまりは仕事を愛することを教えられている気がする昨今です。

斉　藤　博　之
職業奉仕と親睦だと思っています。会社の経営者及び経営に準じた方々の集まりの中で共同
で何かの活動をしたり、情報共有をして個々の経営に役立ち日々の仕事を通じて地域社会に
貢献して、職業を通して社会のニーズを満たす努力をする事が大切だと思っています。

関　根　光　晶
ロータリーとは人と人との繋がりを大切にしながら、自分の歩む人生において奉仕と様々な
気づきを教えてくれる場である。

瀬　尾　昌　資
志が同じ方々が集まり知恵と力を合わせて奉仕活動を行っていく会、会社を経営している者
の孤独感をいやしてくれる仲間がいる会だと思います。

髙　山　和　宏
ロータリーとは、会員どうしが親睦を深めることで仲良くなり、職業人として多くのことを
学ぶことができる自己研鑽の場である。
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和　田　一　仁
ロータリーは人生道場の一つの様だ。多種多様な職業人が利益に捉われず人間として自己を
曝け出し合いながら、人として正しい仕事人として利他心とは何かを会得する緊張の場であ
りまた心和む場でもある。

渡　辺　健　太
例会や奉仕活動に参加することにより諸先輩方から色々な経営の違いやアドバイスをいただ
ける私自身の勉強の場。卓話では普段聞けないお話を頂戴し自分の知識やモチベーションの
向上を得ることができる。

八　木　　　徹
超我の奉仕、例会出席です。

真　鍋　昌　市
ロータリー財団・米山記念奨学会・ポリオ根絶活動・青少年の育成・義援金活動・地域との
交流・クラブ会員同志の親睦活動

三　浦　信　一
例会、地区活動を通じ、自己を修練する場。

森　　　加名恵
ロータリークラブは、奉仕の心を持つ同志の熱意とゆるぎない信頼感に満ちた場所。力を結
集して世界中に笑顔を増やしたい！

村　本　　　忠
日本から外貨を得る為に北海道札幌平岸のリンゴ農家がロシアに輸出していた。一時代を忘
れている。その時代のリンゴが現在の豊平区役所前の環状線に植えられている。枯れかかっ
ている木を後世に残したい。

札幌清田ロータリークラブ
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荒　木　俊　和
ロータリーとは、職業人としての資質を高め、その成果を社会に還元する仕組みである。

樋　坂　　　修
ロータリーは親睦を通じて奉仕を学んでいく場である。

池　戸　恵　子
奉仕活動を通じた国際交流の集団

北　川　好　和
「入りて学び出でて奉仕せよ」この言葉は例会等を通し学びを深め互いに練磨し高めあうこ
とを第一目標としています。個人家庭社会と我々は実に普遍的な日常からロータリアンとい
うフェローシップに巡り会うことができました。先輩がたが築いてくださった伝統を重んじ
例会という基本姿勢と時勢に即した奉仕とを続けて参れたらと考えます。

小　林　麻由美
奉仕の心を持ち、様々な知識と世界との繋がり・越境を感じられる場である。

森　　　　　剛
ロータリーは自分自身にあった（有った、合った）奉仕の精神を気付かせてくれる場所。
そしてその気付きを、所属クラブ、地区、国、世界で実現することが出来る場所と信じてます。

森　尾　　　薫
親睦の中から奉仕の理想を生み出すと説いているが実際に会員が期待するほど親睦がなされ
ているとは思えない。そこで大切ことはクラブの今後あるべき姿ビジョンを描き皆で知恵を
出してビジョン達成に向けて各支援活動を行うべき。

中　村　直　樹
大人には『大きな可能性をもつ子供たちが活躍できる場』を提供する責任と義務がある。ロー
タリーはそれを実践する組織の一つ

札幌幌南ロータリークラブ
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佐　藤　和　広
ロータリー運動に「入りて学び、出でて奉仕せよ」と言う言葉が有る通りまずは会に入り一
人の人間としてそしてリーダーとして地域社会にどの様な奉仕が出来るかを、会員の皆さん
と考えて行動し実施する場であると考えます。また会員さんと友愛を通じて生涯の友を作り
友情を深める所だと思いますし、その友から色々な事を学び共に成長して行く場がロータ
リーだと思っております。

佐　藤　祐一郎
ロータリーの親睦を基に、自身や周囲の人たちが幸福になる

髙　橋　　　恵
諸先輩方との交流や奉仕の理念を通じて自分に足りないものを見つめ直しそしてそれを克服
するための努力をする機会や場だと思っております。

北　島　正　之
ロータリー　四つのテストは愛の証明だ。

及　川　　　恵
尊敬すべき先輩と信頼できる仲間とのふれあいの場です。

髙　野　園　子
私にとってのロータリーとは奉仕をする志があり高潔性をもった経済的に余裕のある人々が
集い世界中の（地元も含めて）助けを求めている人々のために支援する団体。また、自分の
職業に対しての心構えを日々、確認する場でもあります。入会して一番に感じたことは入会
しないと巡り合うことのできない世界中の方々に巡り合い接することができる場であること
です。知れば知るほどロータリーの海は深くて広いことを実感している日々です。

山　内　正　子
親睦と勉強の場所だと思います。

札幌真駒内ロータリークラブ
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赤　地　勇　己
私にとってのロータリークラブとは、自らの利他の精神により、愛のリレーションが世界の
未来をつくっている団体だと考えます。我々の未来を支える子供達に支援という形で愛を伝
えることで、その愛はやがてその子供の子供へと繋がれていくこととなり、やがて愛で地球
がいっぱいになること、そのイメージが私にとってのロータリークラブであります。

朝　妻　史　江
仲間を作り、絆を深め、世界をよりよくしていく活動と発信の輪

堀　元　雅　司
私にとってロータリーとは、それぞれ職業も違い、考え方も様々な方々と知り合いになれ、
広い視野で物事を見ることを学べ、例会や奉仕活動を通して友情を深めることで、人生を豊
かにしてくれる場所だと感じています。

池　田　達　昭
ロータリーは、会員自身の仕事、才能または経験から得た知識を、社会に対して奉仕という
形でいかすことのできる場と思います。奉仕活動のみならず会員同士の親睦を深め人生を豊
かにし、有益なヒントや情報を得ることができる場でもあります。

伊　藤　憲　治
知り合いを通して親睦も生まれてお互いの経験や知識を生かして社会奉仕の活動や人道的活
動に取り組む事。
ロータリアンが意義のある事業の発展に努力していき成功に導いて地域の活動や仕事、およ
び世界での奉仕に育むこと。

鄭　　　眞　旭
ロータリーは交流の場であり、交流を深め、社会で恵まれてない・支援を必要とする人々の
為に奉仕する団体である。

小　仲　秀　俊
世界中の人々が平和に暮らせるように、奉仕や国際貢献を通じて、自分の人生観を向上させ
て頂だける場所であり、一生の仲間と親友を作れるところである。

松　山　明　史
ロータリーは活動（奉仕・親睦）を通しての大人の学び舎であると考えます。

札幌南ロータリークラブ

－23－

湊　　　秀　樹
私にとってロータリーは、多くの仲間との交流から多くの刺激を受けて、さらに職業奉仕の
理念を軸として地域社会に奉仕活動を実践する自己研鑽の場であると考えます。

滑　川　眞　永
委員会活動を通して、様々な人の行動や考え方に触れられる広場。

西　本　厚　三
色々な人と知り合えながら、別企業の方々から色々な知恵をいただける非常に素敵な団体

西　尾　長　幸
ロータリークラブは多くのものを私に与えてくれましたが、最も大事に思うのは、友です。
ともにゴルフをし、食事をし、旅をし、飲み、語り…　これからも友情を大切にして、楽し
いロータリー活動を続けたいと思います。

大　谷　荘　佐
ロータリーとは
自分の職業を通じて地域社会に貢献する団体。

渡　邉　　　宙
視野を広げ、気づきを与えてくれるところ

山　上　晃　広
私にとってロータリーとは学びの場・気付きの場です。毎週、様々な年代、そして色々なバッ
クグラウンドを持つ方々と話ができ、自分一人では知れない・気付けないことを学ぶことの
できる大変貴重な場です。
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佐　藤　文　彦
会員たちと協力し合い社会に貢献するための団体。学生のキャリア学習の一環で会社訪問、
生徒からの質問に答え仕事の内容、社員、お客様との信頼感の話しをして生徒たちの将来に
繋げていただきたい。

山　崎　英　哲
出会いの場、自分磨きの勉強の場。いろいろな職業をお持ちの方々と奉仕理念を軸に例会、
その他活動を通して一緒に語らい活動する事で多様な発想、意見等を参考に自分に落とし込
んでみる機会を与えられる成長の場所。

札幌大通公園ロータリークラブ

中　川　　　岳
私にとってのロータリーとは人生の学舎であり、良き友と出会える場所である。

山　本　純　也
奉仕の精神を学び社会貢献をすることにより、自己成長させてくれる場です。そして、会員
との親睦を深めることにより絆が生まれ、一緒に活動出来る生涯の仲間を作ることが出来る
場であると考えております。

谷　本　泰　則
自身が他の人のために何ができるかを考え、行動する場であると思います。
まずはクラブの中で、次にクラブを通じて外の世界に如何に行動するか。
その時に支えあう仲間と語り合い、共に行動する存在だと思います。

札幌ライラックロータリークラブ
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東　　　さえこ
国際平和を願う心をベースにロータリアンが一人ひとりできる事からその志を持ったロータ
リアンが集まる事で地域社会・国際社会へ国や人種の垣根を超えて奉仕する事

池　田　規久雄
ロータリークラブに入会して、今までに会えなかった方々に会えたこと。その方々がいい友
人となったことで、自分を向上させて頂いたことです。その仲間とロータリー活動に積極的
に参加し、色々チャレンジしていきたいと思います。

川　﨑　貴　憲
親睦・親善から地域社会へ奉仕を通じ貢献し、更には国際社会の疾病・貧困・教育などを支
援する事

南　部　　　賢
私にとってロータリーとは、やはり奉仕活動です。その中でも青少年奉仕、米山奨学生に力
をそそぎたいと思っています。新札幌RCは過去から青少年奉仕、米山奨学生の支援に力を
そそぎ、海外とのかけ橋になるであろう高校生の支援や、米山では海外の学生との交流にこ
れからも力をそそぐことは大変有意義なことだと思います。

芝　　　雄　亮
奉仕活動をする団体です。会員個人が自身の業種における活動において高い道徳観（真実性、
公平性、友好性、利他性）を持つことや社会生活における活動でも同様の意識を持つことを
共有できる団体だと思っています。

谷地中　　　勉
戦争の無い平和な世界を作るために、困っている人が居れば手助けをして支え合う活動をす
る。
また、地域のためになることや、学生との交流や海外からの留学生の支援も実施している組
織と思います。

新札幌ロータリークラブ
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18. （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 三浦　信一 札幌清田 5 国際奉仕委員長
中田　隆博 札幌 4 直前会長
瀬尾　昌資 札幌東 5 会計
愛須　一史 札幌はまなす 4 直前会長
加藤　欽也 札幌 4
望月　陽介 札幌西北 4 副会長
小川　義明 札幌西 4 出席委員長

座席表
2.会長-Ⅱ （6名）

お名前 クラブ名 G
塚原　房樹 札幌東 5 パストガバナー

〇 井上　善博 札幌東 5 会長
伊藤　利道 札幌幌南 5 会長
大西　正啓 札幌モーニング 4 会長
斉藤　淳一 札幌はまなす 4 会長代理（副会長）
本間　勝行 新札幌 5 会長

1.会長-Ⅰ （6名）
お名前 クラブ名 G

石丸　修太郎 札幌西 4 ガバナー
〇 川村　忠 札幌西 4 会長
大原　雅 札幌 4 会長
舟本　秀男 札幌南 5 会長
金家　保治 札幌ライラック 5 会長
齋藤　康嗣 札幌真駒内 5 会長

17.副幹事 （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 北川　好和 札幌幌南 5 研修委員会
渡邊　葉子 札幌西北 4 ロータリー財団委員長
冨岡　俊介 札幌 4 副幹事
伏木　進 札幌東 5 副幹事
佐藤　勉 札幌はまなす 4 副幹事
森尾　薫 札幌幌南 5 副幹事
東　さえこ 新札幌 5 副幹事

6.幹事-Ⅱ （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 堀元　雅司 札幌南 5 幹事
川村　仁一 札幌西 4 幹事
佐藤　文彦 札幌大通公園 5 幹事
吉田　聡子 札幌西北 4 幹事
谷本　泰則 札幌ライラック 5 幹事
大塚　哲也 札幌手稲 4 幹事
川﨑　貴憲 新札幌 5 幹事

5.幹事-Ⅰ （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 日浅　尚子 札幌 4 幹事
小山　茂 札幌東 5 幹事
半澤　浩定 札幌はまなす 4 幹事
森　加名恵 札幌清田 5 幹事
林　里紅 札幌北 4 幹事
荒木　俊和 札幌幌南 5 幹事
酒井　博幸 札幌モーニング 4 幹事

10.親睦-Ⅰ （6名）
お名前 クラブ名 G 　

〇 高杉　昇 札幌はまなす 4 親睦委員長
河原　昌文 札幌東 5 親睦委員長代理
林　将告 札幌 4 副委員長
村本　忠 札幌清田 5 親睦委員長
黑川　篤 札幌北 4 親睦委員長
森　剛 札幌幌南 5 親睦委員長

9.社会奉仕 （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 前原　絢子 札幌西 4 社会奉仕委員長
樋坂　修 札幌幌南 5 社会奉仕委員長
植田　英隆 札幌 4 社会奉仕委員長代理
赤地　勇己 札幌南 5 社会奉仕委員長
星　桂一 札幌モーニング 4 社会奉仕委員長
喜多　伸行 札幌東 5 社会奉仕委員長
玉造　啓子 札幌はまなす 4 社会奉仕委員長

14.入会3年未満-Ⅲ （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 芝　雄亮 新札幌 5
竹田　淳 札幌 4
田中　暢優 札幌 4
松山　明史 札幌南 5
長瀬　真一郎 札幌手稲 4
濱中　宜樹 札幌西北 4
内田　薫 札幌西北 4 札幌西北衛星クラブ議長

13.入会3年未満-Ⅱ （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 小林　麻由美 札幌幌南 5
本　昌子 札幌 4
朝妻　史江 札幌南 5
長尾　昭 札幌 4
中島　好美 札幌 4
石垣　尚之 札幌西北 4
松山　恵美子 札幌西北 4 札幌西北衛星クラブ議長E

22. （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 出倉　恵隆 札幌東 5 ロータリー財団委員長
小金澤　健司 札幌 4 職業分類委員長
髙山　和宏 札幌東 5 ロータリー情報委員長
田部　敏之 札幌 4 親睦副委員長
湊　秀樹 札幌南 5
藤井　公人 札幌 4 会報副委員長
田口　圭三 札幌西 4

21. （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 山崎　英哲 札幌大通公園 5 財団新世代委員長
寺内　達郎 札幌 4 出席委員長
山上　晃広 札幌南 5 R財団･米山委員長
須藤　啓 札幌 4
斉藤　博之 札幌東 5 プログラム委員長
下村　卓也 札幌西 4 直前会長
指川　司 札幌 4 ロータリー情報委員長

〇はテーブルリーダー
（出席者数　168名）
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3.会長-Ⅲ （6名）
お名前 クラブ名 G

福井　敬悟 札幌手稲 4 パストガバナー
〇 平川　香織 札幌手稲 4 会長
高橋　宣充 札幌清田 5 会長
蓑輪　隆宏 札幌北 4 会長
田村　理 札幌大通公園 5 会長
得能　宗洋 札幌西北 4 会長

20. （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 渡辺　亮 札幌北 4
渡邉　宙 札幌南 5 会場監督
田中　伸哉 札幌 4 雑誌副委員長
岡澤　邦幸 札幌東 5 会員増強委員長
松原　良次 札幌 4 ロータリー財団･米山委員長
沖田　俊弥 札幌東 5 副会長
中村　真規 札幌西 4 米山委員長

19. （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 池田　達昭 札幌南 5 副会長
下津谷　圭司 札幌 4 会計
関根　光晶 札幌東 5 副会長
栗林　昌弘 札幌 4 雑誌委員長
八木　徹 札幌東 5 国際奉仕委員長
大木　孝志 札幌 4 国際奉仕委員長
吉田　美穂 札幌北 4

7.青少年-Ⅰ （6名）
お名前 クラブ名 G

〇 阿部　竜司 札幌モーニング 4 青少年委員長
石田　剛毅 札幌東 5 青少年委員長
大舘　政弘 札幌北 4 青少年委員長代理
佐藤　和広 札幌幌南 5 青少年委員長
高橋　都 札幌西 4 青少年委員長
及川　恵 札幌真駒内 5 青少年委員長

12.入会3年未満-Ⅰ （8名）
お名前 クラブ名 G

〇 阿部　晃士 札幌 4
渡辺　健太 札幌東 5
加藤　哲也 札幌 4
髙橋　恵 札幌幌南 5
芳賀　広健 札幌モーニング 4
池戸　恵子 札幌幌南 5
関　欣昌 札幌西北 4
伊藤　憲治 札幌南 5

11.親睦-Ⅱ （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 西　智樹 札幌西北 4 クラブ奉仕委員長
滑川　眞永 札幌南 5 親睦委員長
菊地　啓介 札幌モーニング 4 副委員長
山本　純也 札幌ライラック 5 親睦委員長
徳田　雄大 札幌西 4 親睦委員長
池田　規久雄 新札幌 5 親睦委員長代理
石川　信行 札幌手稲 4 親睦委員長

16.会長エレクト （8名）
お名前 クラブ名 G

〇 北島　正之 札幌真駒内 5 会長エレクト
福山　眞司 札幌 4 会長エレクト
和田　一仁 札幌東 5 会長エレクト
内田　芳史 札幌モーニング 4 会長エレクト
真鍋　昌市 札幌清田 5 会長エレクト
伏木　淳 札幌西 4 会長エレクト
大谷　荘佐 札幌南 5 会長エレクト
南部　賢 新札幌 5 会長エレクト

15.入会3年未満-Ⅳ （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 長谷川　累偉 札幌西北 4
安田　浩司 札幌西北 4 札幌西北衛星クラブ副議長
村田　千尋 札幌東 5
山下　敦志 札幌 4
佐藤　祐一郎 札幌幌南 5
山崎　泰弘 札幌 4
鄭　眞旭 札幌南 5

24.事務局 （5名）
お名前 クラブ名 G

寺島　妃都留 ガバナー事務所
松田　沙希子 札幌北 4
塩谷　聖子 札幌東 5
藤吉　園子 札幌はまなす 4
坂口　友香 札幌北 4

23. （7名）
お名前 クラブ名 G

〇 長瀬　隆則 札幌 4 プログラム副委員長
福見　隼人 札幌東 5
橋本　毅 札幌 4
古瀬　康紘 札幌東 5
向山　松秀 札幌 4
山内　正子 札幌真駒内 5 副会長
若月　裕之 札幌西 4

25.事務局 （6名）
お名前 クラブ名 G

佐藤　睦子 札幌 4
中川　光 札幌南 5
後本　朋枝 札幌西 4
伊藤　由樹子 新札幌 5
飯山　典子 札幌モーニング 4
田村　優佳 札幌西北 4

8.青少年-Ⅱ （6名）
お名前 クラブ名 G

〇 中川　岳 札幌ライラック 5 青少年委員長
葛西　純一 札幌西北 4 青少年委員長
西本　厚三 札幌南 5 青少年委員長
久末　晃介 札幌手稲 4 青少年委員長
谷地中　勉 新札幌 5 青少年委員長
青木　貞康 札幌はまなす 4 新世代委員長

4. （7名）
お名前 クラブ名 G

武部　實 札幌南 5 パストガバナー
〇 古野　重幸 札幌 4 第4Gガバナー補佐
平　昌夫 札幌南 5 第5Gガバナー補佐
武部　幸紀 札幌 4 IM実行委員
竹原　慎雅 札幌 4 IM実行委員
西尾　長幸 札幌南 5 IM実行委員
小仲　秀俊 札幌南 5 IM実行委員
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●ホストクラブ
　札幌ロータリークラブ／札幌南ロータリークラブ

●IM実行委員会事務局(札幌ロータリークラブ）
　〒060-0002札幌市中央区北2条西3丁目敷島ビル812
　TEL　011-231-1297　　FAX　011-222-2744
　Mail　info@sapporo.ri2510.gr.jp


