
【司 　 会】　藤城 英明 会長
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■真駒内ロータリークラブの会員であり、国際
ロータリー第 2510 地区パストガバナーでありま
す、丸山淳士会員が令和４年４月１３日に逝去さ
れました。ここに謹んでお知らせ申し上げます。
■公益財団法人ロータリー日本財団より、認証品
が届いておりますので贈呈致します。
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン
佐々木仕 会員【３回目】　三澤繁実 会員【２回目】
温かいご寄付に感謝申し上げます。
■今年は花粉の量が例年より多くなっておりま
す。北海道では例年の 2 倍程度の花粉の飛散が予
想されております。札幌や旭川でも既にスギ花粉
などが確認されおります。早めの対策が必要です。
■道内ではヒグマの市街地への出没が増えていま
す。各自治体では対策が強化されていますが、札
幌の三角山で男性２人を襲った母熊もまだ見つ

かっていません。皆様も防衛意識を高めてお過ご
しください。
■鳥インフルエンザについて
■佐々木朗希投手について

◆実行委員会幹事より( 栗原会員 )・・・クラブ創
立 50・51 周年記念式典祝賀会について
◆次年度幹事より (林会員 )・・・第１回次年度ク
ラブ協議会開催について

2021-22年度スローガン
『 笑顔・挨拶・感謝の言葉で ピッカ・ピカ 』
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札幌北ロータリークラブ会報

♪「四つのテスト」

青少年奉仕委員会
中園 直樹 委員長

担当



■未来ビジョン委員会設置の推奨 ■ICT 関連について
　・地区HPの活用　・My Rotary の活用・登録
　・ICT 委員会 Facebook の登録

　　竹原巌会員：ZOOM 例会や個人的事情で
2 度欠席した事も有り、久し振りに皆さんと
お会出来る例会に参加してうれしく思いニコ
ニコです。
　　藤城英明会員：今日のメインプログラム
にお越し頂きました、札幌市教育委員会 学校
教育部 教育課程担当 アルティみお様、お忙し
い中卓話をお引き受け頂き感謝致します。ア
フリカのお話などもお聞きできそうでとても
楽しみです。
　　佐々木仕会員：①ゲストにアルティみお
様にお越し頂き、貴重なお話し楽しみにして
おります。よろしくお願い致します。②入会祝
いを頂きます。もう何年になりますか。あい
かわらず勉強不足ですが、今後共よろしくお
願いします。
　　渡邊靖司会員：先週、札幌東ロータリー
クラブの例会に「犬ぞり連盟会長」の林里紅
会員が卓話講師として参加しました。私も、
特別顧問兼、カバン持ち兼、運転手として同
行しました。当日の卓話の反響も上々でした。
今後もこの卓話ツアーを第 2 弾、第 3 弾と続
ける予定ですので、応援宜しくお願いします。
　　姫野芳安会員：本日のゲスト、アルティ
みお様の卓話楽しみにしております。ニコニ
コします。
　　中園直樹会員：Alty みおさん、次回は国
際奉仕でアフリカのザンビアの事をお話し下
さい。

　　林里紅会員：先日は札幌東 RC さんにお
世話になりました。ご同行頂きました渡邊靖
司さん、ありがとうございました。
　　赤木道子会員：春は何かと新しい事を始
めたくなる時期かと思います。私は以前、家
庭集会で大西先生から健康維持の秘訣として
毎日ラジオ体操をされている話を聞き、感銘
を受けました。遅ればせながら、今月から毎
朝 6 時 25 分、NHK 教育テレビにチャンネル
を合わせ、10 分間のラジオ体操を行っており
ます。今週も元気にニコニコです😊
　　川内玄太会員：先日、事務所の前を社員
全員で掃除しました。地元の近隣の方からあ
りがとうの言葉を頂いてニコニコです。

ニコニコBOX

国際ロータリー2510地区
第4グループ　ガバナー補佐

久保 隆 様

ニコニコを頂きました。
ありがとうございました。

1月例会　1回分　　　　　 　￥47,000ー
2月例会 (ZOOMのみ)　　　　￥0ー
小計 (2ヶ月)　　　　　　　　￥47,000ー

3月例会 (ZOOMのみ)　　　　￥0ー
4月例会　3回　　　　　　 　￥111,000 ー
小計 (2ヶ月)　　　　　　　　 ￥111,000 ー
合計 (10ヶ月)　　　　　　　 ￥607,000ー

ニコニコBOX　金額合計

上記についてお話がありました。お時間のない中お越し頂きありがとうございました。

久保　隆ガバナー補佐様より



手続きの関係でまだ原稿をお預かりできておりませんので、
16 日配布予定の会報へ掲載させて頂きます。楽しみにお待ちください。

ーメインプログラムでお話頂いたアルティみお様の卓話につきましてー

4月30日(土)　札幌駅南口

2022 年 4月 30 日 11 時より札幌駅前南口にて、「札幌北ロータリークラブ会員及び地区ロータリー財団関
係者」にて「ウクライナ避難民支援募金」を実施し多くの皆様より募金を頂きました。総額【247,370 円】
の募金をお預かりいたしました。お預かりした募金については「ロータリー財団 災害救援基金」（ウクラ
イナ地域での直接的人道支援の窓口）に既にお届けし迅速に御支援が届けられます。御協力頂きました皆
様に温かいお声かけも頂き、関係者一同感謝でいっぱいです。温かい御支援をありがとうございました。

ウクライナ避難民支援募金活動

同様の内容が当クラブWEBページにも掲載されております。ぜひご覧ください。



他クラブ予定表

※コロナウイルスの影響で予定変更になる可能性があります。ご注意ください。

札 幌 西
はまなす 10日

(火)

17日

(火)札幌清田
大通公園

「青少年教育について」( 仮 )
会員卓話
通常例会
未定クラブフォーラム ※WEB サイトより

モーニング
札　幌 11日

(水)

18日

(水)真 駒 内
新 札 幌

移動夜間例会　※メークアップなし
新保 元康 氏　卓話
移動例会 -観桜会 -　※受付なし
夜間例会ならびに米山奨学生歓迎会

札 幌 東
札幌西北

12日
(木)

19日
(木)

北海高校 IA クラブ 50 周年行事 ※繰下げ (21日)

通常例会
札幌幌南 13 日 20日 豊平川河川敷清掃奉仕　繰下げ移動例会

札 幌 南 16 日 23日 「草の根交流と日米関係」　ゲスト卓話
札幌手稲 14 日 21日 移動例会　※受付なし

移動夜間例会　※受付なし
新旧引継ぎクラブ協議会
「ラストサムライ 中島三郎助」鑑賞

ゲスト卓話
commons fun 代表 林氏 卓話
会員卓話
青少年奉仕月間に因んで
意外と知らない就業規則の落とし穴
新会員卓話
無料なんでも相談会 繰下げ移動例会 (15日)

福原 洋勝 氏　卓話
ZOOM例会　※受付なし

例会日 毎週月曜日  12：30　　例会場 センチュリーロイヤルホテル

＊05 月 16 日 ( 月 )　小林会員・相沢会員・竹原会員 卓話

＊05 月 23 日 ( 月 )　【夜間】創立50・51周年記念式典祝賀会

＊05 月 30 日 ( 月 )　藤城会員・出村会員 卓話

北クラブ情報

札幌北RCホームページ
http://www.sapporo-north.jp/

①来週４月２５日と、再来週５月２日は法定休日のある週となり、２週続けて休会となりますので、次回
の例会は５月９日となっております。お間違えのないようお願い致します。次回例会は、第１回次年度ク
ラブ協議会で、クラブ情報ロータリー情報委員会担当例会となっております。

会務報告


