
【司 　 会】　藤城 英明 会長
【ビジター】　おりません
【ゲ ス ト】　尺八奏者 林成道 様
　　　　　　代 書芸さん
　　　　　　(米山記念奨学生 )
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■6 月 4 日（土）ロイトン札幌で行われました、
国際ロータリー第 2510 地区、グローバルおよび
地区補助金奨学生の壮行会に出席させて頂きまし
た。当クラブスポンサー担当のグローバル奨学生、
朝倉利晃さんとも初めてお会いできました。朝倉
さんは現在北大生で、9月からロンドン大学衛生・
熱帯医学大学院 (LSHTM) 予定、疾病予防・治療の
研究にあたるそうです。当クラブから出村知佳子
副会長・蓑輪隆宏会長エレクト・林里紅次年度幹
事、吉井千博会員は撮影で参加されておりました。
■米山奨学生の代書芸さんに奨学金を差し上げま
す。続けてショートスピーチをお願い致します。

◆次年度クラブ奉仕委員長より ( 黑川会員 )・・・
親睦移動例会と会員増強委員会について
◆日本酒の会より ( 瀧澤会員 )・・・日本酒の会の
開催について
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

＜第2260例会＞
2022 年6月20日(月)  12:30

Vol.51 (No.35) 2260

2021-22 RIテーマ

クラブ情報委員会 ロータリー情報担当例会
第 4回クラブ協議会・第 2回次年度クラブ協議会

会員誕生日祝 入会記念日祝

前回例会記録  2259 回 6月6日(月) 12:30
6/6 出席報告

38

※出席免除期間

29 8

会員数 出席 欠席
1 --- 78

除外 MU ％

おりません 6/24 小田昌博 会員

会長報告 委員会報告

札幌北ロータリークラブ会報

♪「四つのテスト」

クラブ奉仕委員会
出席・音楽担当
加藤 聡志 副委員長

担当

入　会　式

北クラブの皆さま、お久しぶりでございます。皆
さまにお会い出来てとても嬉しいです。暖かく迎
えて頂きありがとうございます。ロータリアンは
明るく温かい方々ばかりだなって思いました。
コロナ対応に追われた仕事も大体落ち着きまし
て、高校生だった息子も大学 1年生になりました。
阿部会員や小林会員、中園会員の後輩として、何
とか北海道大学の医学部医学科に入れて頂く事が

新入会員
中村　越子 会員　ご挨拶



　　大西勲会員：創立 50・51 周年記念式典・
祝賀会は多くの会員の皆様のご協力により、
素晴らしい会となりました。心より感謝申し
上げます。仕事の関係で先週の例会を欠席し
たため、お礼が遅れて申し訳ありません。
　　藤城英明会員：①先週、入会祝いを頂き
ました。頂いたタンブラーは、デザイン性も
機能性もサイズ感もとても良く、私のお気に
入りになっております。②中村越子さん、再入
会して頂きとても嬉しいです。感謝いたしま
す。これからもよろしくお願いします。ニコ
ニコです。
　　佐々木仕会員：誕生日祝をいただきます。
ありがとうございます。中村会員、お帰りな
さい。皆んな待ってましたよ。
　　加藤聡志会員：本日は、私の地元の友人
の林先生 ( 尺八の先生 ) に来ていただきまし
て、尺八を披露していただきます。ロータリー
クラブのみなさんに、とてもすてきな曲を聞
いていただければと思います。ニコニコしま
す。
　　林里紅会員：越子さんお帰りなさい。ニ
コニコです。
　　相沢芙束会員：本日の尺八演奏とても楽
しみにしてます。

　　出村知佳子会員：6/4(土)は財団奨学生の
壮行会へ、蓑輪会長エレクト、藤城会長、斉
藤次期財団委員長、林次期幹事はじめ、多く
の会員の皆様にご出席頂きありがとうござい
ます。世界中の学生と zoom で繋がることが
でき、素晴らしい会でした！
　　栗原清昭会員：中村越子会員の再入会を
祝してニコニコです。
　　黑川篤会員：昨日は 3 年ぶりに千歳のフ
ルマラソンが、ランナー 4500 人の規模で開
催されました。また、札幌地区トライアスロ
ン連合も 3 年ぶりに 6 月 4 日・5 日の 2 日間
でトライアスリート 80 人規模ではあります
が、札幌市民体育大会トライアスロン選手権
を平岸プールとモエレ沼公園で開催いたしま
した。コース設営や選手の誘導など、半日声
をあげて久しぶりに声が枯れました。屋外で
の活動では日常が戻りつつあると実感できて
嬉しい疲れを感じることができました。会員
の皆様もマラソンランナーやトライアスリー
トと一緒に、新型コロナに負けない心身のあ
りようを考え、心身ともに健やかに過ごせる
ようにいたしましょう。
　　鈴木隆也会員：本日は林成道先生の尺八
演奏を楽しみにしています。

ニコニコBOX

できました。今は自転車で楽しそうに通学してい
ます。
出村会員、草間会員、黑川増強委員長には、入会
にあたり色々お世話になりました。藤城会長、鈴
木幹事、諸々お手数をおかけしました。ありがと
うございます。来月から蓑輪会長、林幹事年度を
応援しながら、何か私でもお役に立てることに地
道に参加させていただきたいなと思います。
これからどうぞ宜しくお願い致します。

中村会員おかえりなさい！これからよろしくお願い致します。



　　大舘政弘会員：林先生、ようこそいらっ
しゃいました。今日の尺八演奏楽しみにして
おります。中村越子さん、お帰りなさい。ま
たご一緒できますことを楽しみに、再入会を
歓迎してニコニコします。

メインプログラム

　　中村越子会員：新入会員の中村越子です。
恥ずかしながら戻ってきました。どうぞ宜し
くお願い致します。

高校生から尺八を習い始め現在はプロ尺八奏者として尺八篠笛研究会の教室を札幌・北広島・函館・室蘭・
帯広・北見で開催。また NHK のど自慢北海道放送の専属として全国的に活躍。BS 歌謡番組、NHK の番組
等出演。海外ではハワイやニューヨークのカーネギーホールで演奏。
オリジナル（民謡・演歌・歌謡曲・映画音楽）CDを 3シリーズ製作して尺八のイメージを一新して沢山の人々
に受け入れられる音楽に挑戦中。道内を中心に尺八コンサート活動や小中学校の和楽器授業特別授業、病
院、介護施設のボランティア活動にも力を入れています。
■趣味・・・薪集め　薪ストーブで鍋、焼き魚、焼き芋

林　成道　様

♪天城越え
♪いとしのエリー
♪ゴッドファーザー愛のテーマ　他

尺八篠笛研究会・和楽泉主宰

プロフィール

尺八の由来から歴史までたくさんのことを学べました。素敵な演奏ありがとうございました。



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 21日

(火)

28日

(火)札幌清田
大通公園

退任挨拶
定例夜間例会
退任挨拶
未定

モーニング
札　幌 22日

(水)

29日

(水)真 駒 内
新 札 幌

年度最終例会　会長・幹事 退任挨拶
理事・役員退任挨拶 ( 夜間 ) ※受付あり
退任挨拶
退任挨拶

札 幌 東
札幌西北

23日
(木)

30日
(木)

退任挨拶 ( 夜間 )　※受付なし
理事・役員退任挨拶 ( 夜間移動 )※受付なし

札幌幌南 24日 7/1 未定

札 幌 南 27日 3日 未定
札幌手稲 25日 2日 未定

矢吹副会長 退任挨拶
役員・理事・各委員長 退任挨拶
クラブフォーラム
未定
創立 34周年記念祝賀会 ( 夜間 )※受付なし
イニシエーションスピーチ
新旧委員会引継・理事、委員長退任挨拶
創立 38 周年記念例会
「明日のホテルを目指して」
休会 ( 理事会裁量 )　※受付なし
定例夜間例会

退任挨拶　※ビジター参加不可
創立記念家族会 ( 移動夜間例会 )

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

＊06 月 27 日 ( 月 )　退任挨拶

＊07 月 04 日 ( 月 )　就任挨拶

＊07 月 14 日 ( 月 )　第 1回クラブ協議会
札幌北RCホームページ

http://www.sapporo-north.jp/

北クラブ情報

①次週 6/13 は理事会裁量の休会となっており、次回は 6/20 となります。お間違えのないようお願い致し
ます。次回 6/20 の例会は、クラブ情報・ロータリー情報委員会担当例会です。②次回例会は第４回クラブ
協議会と、第２回次年度クラブ協議会となります。本来夜間例会であったものを昼の例会へと変更してお
りますので、いつもより長い例会となります。時間は 12 時半から 14 時までを予定しておりますので、皆
様のご出席をよろしくお願い致します。

会務報告


