
【司 　 会】　藤城 英明 会長
【ビジター】　おりません
【ゲ ス ト】　代 書芸さん (米山記念奨学生)
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■本日は、この例会終了後に第1回次年度クラブ協
議会の開催を控えておりますので、スピーディー
な例会進行に努めたいと思います。
■4/30 に札幌駅南口広場にて、ウクライナ支援募
金活動を行いました。 当クラブから１４名の会員
に御参加頂き、地区財団委員長の髙張さんのお手
伝いも頂きました。参加されなかった会員からも
募金をお預かりし、会員からは 102,000 円集まり、
一般の方からも 145,370 円の募金を頂き、合計
247,370 円の募金を集める事が出来ました。2 時
間という短時間でしたが、天候も素晴らしく、一
般の方の関心も高く、予想をはるかに超える募金
を集める事が出来ました。お預かりした募金は出
村知佳子会員のお力をお借りし、即日のうちに
ロータリー財団のウクライナ支援資金に送金され
ております。ご協力いただいた皆さんには心から
感謝申し上げます。今回は、札幌北ロータリーク

ラブの奉仕活動を一般の方にアピールすることが
出来、とても良い時間を過ごす事が出来たことに
感謝いたします。
■米山奨学生の代 書芸さんに奨学金を差し上げま
す。ショートスピーチをお願い致します。
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小林博会員・相沢芙束会員・竹原巌会員　卓話

会員誕生日祝 入会記念日祝
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除外 MU ％

5/17 小林博 会員　5/19 吉井千博 会員
5/23 若狭博徳 会員

5/23 藤城英明 会員

会長報告

札幌北ロータリークラブ会報

♪「それでこそロータリー」

クラブ情報委員会
ロータリー情報担当
大西 勲 副委員長

担当



◆次年度幹事より (林会員 )・・・4/24に京王プラザホテルにて開催された、地区研修・協議会について
◆社会奉仕委員長より( 真室会員 )・・・5/29( 日 ) のセンチュリーロイヤルホテル前花壇の整備について
◆クラブ情報委員長より( 代理：大舘会員 )・・・ロータリーの友のみどころ紹介

委員会報告

　　藤城英明会員：本日は、米山奨学生の代書芸さんに苫小牧よりお越し頂き、お会いできとて
も嬉しく思います。本日はショートスピーチ楽しみにしております。例会がお休みでしたが、北
クラブの会員の活動は、素晴らしい行動をしておりました。次年度クラブ協議会・PHS 認証式・
ウクライナ支援募金など大活躍！札幌北ロータリークラブをとても誇らしく思っております。ニ
コニコです。
　　栗原清昭会員：①プー君、2 年ぶりの帰札おめでとうございます。②米山奨学生 代書芸さんを
お迎えしてニコニコです。
　　阿部弘会員：4 月 24 日の地区研修会では、zoom の準備で沖田さんに大変御世話になり、あ
りがとうございました。深く感謝いたします。
　　佐々木仕会員：4 月 30 日、ウクライナ難民救援募金の奉仕活動、天気にも恵まれ、たくさ
んの方々に募金に協力をいただき感謝感謝でした。特に若い年代の方々の意識の高さに驚かされ
ました。一日も早い停戦を願うばかりです。
　　渡邊靖司会員：この連休から、人の移動の制限も少なくなり、社会生活も戻りつつありますが、
気をゆるめる事なく、個々のコロナ感染対策に気を付けましょう。
　　鈴木隆也会員：本日、入会祝いを頂きましてありがとうございます。ニコニコです。
　　真室潤一員：本日より、当札幌北ロータリークラブでお世話させて頂くことになりました、
奨学生の代書芸さんをお迎えすることが出来、ニコニコします。代ちゃん、札幌北ロータリーク
ラブにようこそ。これからよろしくお願いします。
　　川内玄太会員：GW の休み中、地元の美幌町に帰省して、親に久々に孫を見せることができ
ました。親の喜ぶ顔が見れてニコニコです。

ニコニコBOX

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、
次回配布予定の会報へ掲載させて頂きます。何卒よろしくお願い致します。

ーアルティみお様の卓話につきましてー



第 1回 次年度クラブ協議会が開催されました。
次年度幹事 林里紅会員の進行のもと、テーマやスローガンなどの発表がなされました。
また、次年度理事・役員の皆様から簡単に挨拶を頂戴致しました。

２，福島喜三次とロータリー（続）
　１９２０年に帰国した福島は、アルバート・アダムス国際ロータリー連合会会長から年度内に日本にロー
タリークラブを設立することを条件に特別代表の任命を受け、米山梅吉とともに奔走しますが、創立に必
要なチャーター・メンバーを集められず期限切れとなります。しかし、その後も準備は進められ１９２０
年１０月２０日チャーターメンバー２５名が集まって創立総会が開催され、東京クラブが誕生しました。
なお RI から正式に認証されたのは１９２１年４月１日でした。初代会長には米山梅吉、幹事には福島他
３名でした。しかし、福島はわずか２回例会に出席しただけで、１９２１年３月に大阪に転勤となり、大
阪クラブの設立に関与した後、上海クラブの会員を経て、１９３２年１０月日本最初のパスト・サービス
会員として、東京クラブに再入会しています。
　福島が日本人ロータリアンとして、米山梅吉にロータリーの存在を伝え、東京、大阪クラブの設立に大
きくかかわったことから、日本のロータリーの創始者は米山か福島かという問いかけがありましたが、ロー
タリーの思想をより深く理解し、実践し、日本のロータリー運動を実質的に指導した米山梅吉を創始者と
することは極めて妥当な判断と思います。

第 1回　次年度クラブ協議会

大西　勲 会員ロータリー情報担当

ロータリー米山梅吉 略伝(続)

メインプログラム



他クラブ予定表

※予定は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 17日

(火)

24日

(火)札幌清田
大通公園

「健康経営について」ゲスト卓話
会員卓話
ガバナー補佐有田氏 ゲストスピーチ
未定

モーニング
札　幌 18日

(水)

25日

(水)真 駒 内
新 札 幌

地区研修・協議会報告
イニシエーションスピーチ (4)
夜間例会 ゲスト卓話
新旧引継クラブ協議会

札 幌 東
札幌西北

19日
(木)

26 日
(木)

会員卓話
新会員卓話

札幌幌南 20日 27日 定例夜間例会

札 幌 南 23日 30日 会員卓話「健康社会の将来像」
札幌手稲 21日 28日 27日(金) 繰上移動夜間例会

会員卓話
会員卓話
通常例会
未定
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
北海高校 IA クラブ 50 周年行事 ※繰下げ (21日)

通常例会
豊平川河川敷清掃奉仕　繰下げ移動例会

「草の根交流と日米関係」　ゲスト卓話
移動例会　※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 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次週５月１６日は、クラブ奉仕プログラム委員会担当例会となっております。次回は小林博会員、相沢
芙束会員、竹原巖会員の卓話となります。皆様のご出席をお願い致します。②この後、次年度クラブ協議
会を開催いたします。

会務報告

会場
【変更前】札幌京王プラザホテル
【変更後】札幌三越 4階ライラック

ビジターフィー
【変更前】￥3,500 ( 洋食時 )　￥4,000 ( 和食時 )
【変更後】￥3,000
※来訪を希望される場合は事前にお申し込みをお願い致します。

西北 RC　会場変更とビジターフィー変更について

＊5月からの変更です。

お知らせ


