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歴代会長方針一覧

地区ガバナー 国際ロータリー

ガバナー補佐 会長方針

1992 北村　　實（函　館） まことの幸福は 日々の生活にロータリーをこころを

～ 横道　　勇（恵　庭） 人助けから さりげない奉仕の実践を

1993

1993 富山　惟夫(留　萌) 行動は信念に 友情と善意あふれる、同じ広場で自覚と

～ 斉藤　　冽(北広島) 信念は行動に 自主性を持って行動し「和を広げよう」

1994

1994 富原　　薫(札　幌) 地域に根ざして

～ 山口　武雄(千　歳) 世界と語ろう

1995

1995 西条　正博(札　幌) 真心の行動 やさしい思いやりに満ちた奉仕を実践

～ 水元　修治(苫小牧) 慈愛の奉仕 ロータリーの輪をひろげよう

1996 平和に挺身

いかにして、ﾛｰﾀﾘｰに自らの価値観を

1996 野口　信夫(小　樽) 築け未来を 見いだすか

～ 大内　正一(由　仁) 行動力と先見の眼で いかにして、ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しむか

1997 いかにして、楽しい仲間を増やし得るか

いかにしてさりげなく奉仕の活動を行うか

1997 石垣　博美(札幌西) ロータリーの心を

～ 清水　彗子(長　沼)

1998

1998 伊藤　長英(苫小牧北) ロータリーの夢を 見つけよう、自分のロータリーを

～ 杉村　　孝(白　老) 追い続けよう “ロータリーで遊ぼう”

1999

1999 森本　正男(札幌西北) 活動は堅実、信望、持続 会員増強　ロータリーが支援している

鈴木　　隆(苫小牧北) 諸活動に積極的に参加しよう

奉仕活動会（社会性、創造性、

2000 自発的、無償性、継続性）

2000 遠藤　正之(札幌幌南) 会員増強

～ 田中　正臣(苫小牧) 会長賞に皆様と取り組む

2001 他クラブとの交流

2001 岩城　秀晴(札幌南)

～ 渡部　好治(苫小牧東)

2002

2002 小林　　博(札幌北)

～ 川田　憲秀(白　老)

2003

2003 佐藤　秀雄(千　歳) Lend　a　Hand 手を取り合い地域社会にロータリーを

～ 山本　雅昭(苫小牧北) 手を貸そう 広めよう  私たちの社会に手を貸そう

2004 私たちのクラブに手を貸そう

2004 遠藤　秀雄(登　別) CELEBRTEROTARY 家族とロータリーを祝おう

～ 藤沢　正昭(苫小牧) ロータリーを祝おう 家族とロータリーを話そう

2005

2005 塚原　房樹(札幌東) SERVICE Above Self 地域社会にロータリーを伝えよう

～ 蝦名　久志（苫小牧東） 超我の奉仕 家族にロータリーを話そう

2006
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14代

会 長 名

水元　修治

岩崎　良一

榎本　紀充

渡部　好治

蝦名　久志

菅野　嘉一

川村　義昭

久保喜八郎

青木　孝吉

綱木　保利

児玉　和雄

木村　　修

佐藤　正孝

松下　昌平

幹 事 名

畑中　正義

菅野  嘉一

川村　義昭

青木　孝吉

綱木　保利

児玉　和雄

佐藤　正孝

森　 泰祐

櫻岡　義久

松下　昌平

小笠原正男

佐藤　 正

中野　孝一

斉藤　英明

意識を喚起し進んで行動
を

人類が私たちの仕事

慈愛の種を播きましょう
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友達になろう、そして友情を深めよう

ロータリーの心を地域に届けよう

高めようロータリーの知識を広めようロー
タリーを“ロータリーで楽しもう”

慈愛の心で、喜びの種を播きましょう



地区ガバナー 国際ロータリー

ガバナー補佐 会長方針

2006 丸山敦士（札幌真駒内） Lend  the way 率先し地域にロータリーを伝えよう

～ 15代 小林　忠男 古宇田　渉 鈴木 琢磨　（白老） 率先しよう 輪を広げよう

2007

2007 酒井 正人（函館五稜郭） ROTARY SHERS 分かち合いの心で友情の絆を深めよう

～ 松原　實 櫻岡　義久 高橋　 寛（苫小牧北） ロータリーは

2008 分かち合いの心

2008 矢橋　温郎　（札幌西） Make Dreams Real 友情を深め、ロータリーの輪を広げよう

～ 17代 高井 昌機 長岡　英幸 板谷　　剛　（苫小牧） 夢をかたちに

2009

2009 渡邉  恭久　（滝川） ロータリーの未来は 明日に向かって自然環境を守り、

～ 18代 水元 修治 松下 昌平 菅野  嘉一（苫小牧東） あなたの手の中の 飢餓、困窮者を支援し、子供の未来を

2010 守りましょう

2010 佐々木 正丞　（札幌） 地域を育み、

～ 19代 小林 忠男 佐藤 正孝 和歌 宏侑 （白老） 大地をつなぐ 奉仕と親睦を楽しく実践一致団結

2011

2011 熊澤  隆樹　（小樽） こころの中を見つめよう 会員・家族共にもっと手を繋ごう

～ 20代 佐藤　 正 小幡 直樹 岡田　秀樹　（苫小牧北） 博愛を広げるために そして奉仕の輪

2012

2012 細川  好弘　（静内） 奉仕と親睦を通じて会員相互の絆を

～ 21代 斉藤 英明 平田 幸彦 市町　峰行　（苫小牧） 深めロータリー活動を共に実践しよう

2013

2013 安孫子 建生　（江別） ロータリーを実践し ロータリー活動を通して元気なクラブ

～ 22代 長岡 英明 木村 京子 児玉　和雄 （苫小牧東） みんなに豊かな人生を 作りを実践しよう　　小さな奉仕を深めよう

2014 楽しい仲間と親睦を

2014 羽部　大仁 (南幌RC） 家族と共に広げよう

～ 23代 小幡 直樹 奥野 義雄 手塚　貴志 (白老RC) ロータリーの輪

2015

2015 嵯峨  義輝 （岩見沢RC） 世界へのプレゼントに

～ 24代 平田　幸彦 佐藤　　聰 谷岡  裕司 （苫小牧北） なろう

2016

2016 武部　　實（札幌南ＲＣ） 人類に奉仕するロータリー ロータリーライフを楽しみ・

～ 25代 佐藤　 正 藤森　善子 渡辺　健治（苫小牧ＲＣ） 　　　　　　　そして未来に繋げよう！

2017

2017 國立　金助（函館ＲＣ） ロータリー 意義あるクラブ活動は、より良い

～ 26代 奥野　義雄 青山　晴美 佐藤　　正（苫小牧東ＲＣ） 　　変化をもたらす 　　　　　　　会員間の親睦から生まれる

2018

2018 小山　　司（札幌ＲＣ） インスピレーションに 絆を大切に～会員・家族・地域との絆を

～ 27代 藤森　善子 鈴木　浩之 清水　尚昭（白老ＲＣ） 　　　　　　　　　　なろう 意識してﾛｰﾀﾘｰ活動を充実させましょう。

2019

2019 福田 武男（千歳ＲＣ） 自分を見つめ直し、

～ 28代 佐藤　 聰 平田 幸彦 橘 勇治　（苫小牧北ＲＣ） 若者を支援し 新しいクラブをつくり、仲間を増やそう。

2020 ロータリーの未来を語ろう

2020 福井敬悟（札幌手稲ＲＣ） 「守・破・離」の心で初心を 世界の仲間と心を通わせ地域の

～ 29代 青山 晴美 齊藤 英明 山本正幸(苫小牧ＲＣ） 忘れず！変化を恐れず！ 　　　危機を乗り越えよう！！

2021 希望の扉を開けましょう。

2021 大日向豊吉（札幌手稲ＲＣ） 「世界に奉仕を　地域には

～ 30代 鈴木　浩之 佐藤　史典 小幡直樹(苫小牧東ＲＣ） 感謝を」 「不忘感謝先人 奉仕しよう  地域のために

2022 偉業」

2022 石丸修太郎（札幌西ＲＣ） 「Imajin　Rotary」

～ 31代 平田　幸彦 内海　雅義 田辺　真樹(白老ＲＣ） （未来を創造して） 「寛容な心で奉仕とクラブ創り」

2023

奉仕を通じて平和を

ロータリーに輝きを
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至誠一貫・親睦と奉仕を

年度 歴代

16代

会 長 名 幹 事 名


