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「今一度 、
人生の目的を考えてみる
〜当たり前ではない平和に感謝して〜

2022-23 RIテーマ

2022 年 7月 4 日 (月)12:30
本日のプログ ラム

就任挨拶 ♪「国家・奉仕の理想」
前回例会記録 2261回
2021-22年度会長
藤城 英明 会員

【司

」

第2262回例会
会員誕生日祝

入会記念日祝

7/4 真室潤一 会員

7/7 中園直樹 会員

6 月 27 日 ( 月 ) 12:30

会 】 藤城 英明 会長

【ビジター】 おりません
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会長報告
■25 日土曜日１３時から１６時に行われました RI
２５１０地区ローターアクト第４９回地区大会に
ZOOM 参加させて頂きました。次年度からロー
ターアクトも人頭分担金などを負担するなど、新
ルールでのスタートとなるようです。
■ノビロ学園様より、お礼のお手紙を頂戴しまし
たのでご覧ください。
■公益財団法人ロータリー日本財団より、PHF の
認証品が届いております。
谷口 昭博 会員 (1 回目 )

吉井 千博 会員 (1 回目 )

ニコニコBOX
藤城英明会員：鈴木隆也幹事はじめとす

る理事役員の皆様、そして全会員皆様のおか
げで、今年度の最終例会を迎えることが出来

ました。皆様の笑顔が、私に勇気を与えてく
れておりました。心から感謝致します。ニコ
ニコです。

出村知佳子会員：藤城会長、鈴木幹事、1

年間本当にお疲れ様でした。コロナ禍で大変

な中「ピッカピカの笑顔」でのクラブ運営に
感謝と敬意をお送り致します。

栗原清昭会員：藤城会長、鈴木幹事、理

事役員の皆様、一年間本当にお疲れ様でした。
委員会報告
◆ゴルフ同好会幹事より ( 姫野会員 )・・・昨日行

われたゴルフ会のご報告

◆次年度クラブ奉仕委員長より ( 黑川会員 )・・・
7/24 繰上親睦移動例会についてのご案内

ほんの少しの間ゆっくりして下さい。

斉藤昌一会員：先日の特別奉仕事業の最

終委員会、懇親会では、嬉しくもあり、寂し
くもあり、複雑な気持ちでしたが、とても楽
しく過ごさせていただきありがとうございま

した。2020 年より 3 年に渡り、特別奉仕委員

とても嬉しかったです。これからは、ロータ

会の出村委員長のもと、実行委員会の皆さん

リーの経験も踏まえて、仕事や私生活で出会

が、コロナ禍の中で活発に活動された姿が今

う人たちに喜んでもらえるように心がけてい

もはっきりと目に焼き付いています。皆さん

きたいと思います。皆様、短い間でしたがお

も大変な中でありながら、笑いも多い委員会

世話になり、ありがとうございました。また、

で、私も一緒に素晴らしい経験をさせて戴き

花壇の花植えなど、会員以外でもお手伝いで

ました。5 つの事業は、これから新しい奉仕

きることがありましたらお声かけ頂ければと

活動に生かされていくことと思います。実行

思います。

委員会の皆さん、本当にご苦労様でした。感

真室潤一会員：①先日行われました 50 周

謝の気持ちで一杯です。ありがとうございま

年特別事業報告会、出村委員長はじめ他の委

す。

員の皆様ありがとうございました。なんだか

蓑輪隆宏会員：藤城会長、鈴木幹事はじ

寂しい気持ちもありますが、まずはニコニコ

め理事の皆さん、1 年間ご苦労様でした。そ

します。
②昨日行われました数年ぶりのゴルフ

してありがとうございました。

例会とても楽しかったです。実力はともかく、

鈴木隆也会員：①先日、50 周年特別奉仕

事業の報告会をホテルユキタで行いました。
ありがとうございます。②理事役員の皆様、会

本当に運の強い黑川さん、優勝おめでとうご
ざいます。

姫野芳安会員：藤城会長、鈴木幹事、大

員の皆様、一年間本当にありがとうございま

変お疲れ様でした。コロナ禍の中、特別な対

した。次回から円卓に座れると思うと、嬉し

応でご苦労されたと思います。ニコニコ致し

くてニコニコです。

ます。

役員の皆様 1 年間ありがとうございました。

年間のクラブ運営お疲れ様でした。コロナが

大変お世話になりました。笑顔ピッカピカの

続く中、ピッカピカの笑顔・挨拶を実践され

1 年でした。ニコニコです。

ましたことに感謝いたします。

事の皆様、不出来な私を支えていただいたこ

ことは残念ですが、私は大変御世話になりま

と、深く感謝申し上げます。次年度は更にニ

した。庭の木の剪定、各囲い、雑草とりなど、

コニコします。

毎年丁寧に行っていただきました。今年も

林里紅会員：藤城会長、鈴木幹事、理事・

吉井千博会員：藤城会長、鈴木幹事、理

遠藤亘会員：藤城会長、鈴木幹事、一年

間お疲れ様でした。

渡辺敬之会員：皆様、お久しぶりです。

しばらくぶりの例会ですが、本日をもちまし

て、札幌北ロータリークラブを退会します。

沖田淳也会員：藤城会長、鈴木幹事、1

阿部弘会員：渡辺敬之さんが退会される

近々、雪の重みにより傷んだ垣根の修復と、
裏木戸の修理をしていただく予定です。将来、
月曜日の昼に時間をとれるようになったら、
又入会して下さい。ありがとうございました。
佐々木仕会員：藤城会長、鈴木幹事はじ

札幌北ロータリークラブに入会できたことは、

め理事役員の皆様、制約の多い年度でしたが、

僕にとってとてもいい経験になりました。普

記憶に残る一年間でしたね。ありがとうござ

段聞けない人たちの話を聞けたこと、また、

いました。そしてお疲れ様でした。

皆さんがとても気さくに接してくれたことは、

黑川篤会員：藤城会長・鈴木幹事、いろ

若狭博徳会員：藤城年度もあっという間

いろご苦労もあったと思いますが、一年間あ

の最終会を迎えました。会長、幹事各委員長等、

りがとうございました。また、いつものこと

一年間お疲れ様でした。コロナ禍ではありま

でご報告することには値しないと存じますが、

したが、無事に一年間を過ごせた事にニコニ

昨日のロータリークラブのゴルフコンペは、

コです。

天候に恵まれメンバーに恵まれ、また私が優
勝いたしました。ありがとうございます。

中園直樹会員：藤城会長、鈴木幹事、ご

川内玄太会員：渡辺会員に入会して初め

てお会いできました！今日で最後みたいです
が、会えてニコニコです！！

苦労様でした。

瀧澤隆之介会員：昨日のゴルフ例会、あ

りがとうございました。強風でしたが、晴天
のもと楽しくプレイが出来ました。同じ組の
黑川さん、ありがとうございました！

ニコニコBOX
5 月例会
6 月例会

3回分

3回分

金額合計
￥101,000 ー

￥153,000 ー

小計 (2ヶ月)

￥254,000 ー

合計 (12ヶ月)

￥861,000 ー

メ インプログラム

2021-22 年度
クラブ奉仕委員長

退任挨拶

吉井千博 会員

今年度は、阿部先生、姫野会員、栗原会員と最強の布陣でのスタートであったため、本当にスムー
ズな活動となりましたこと、感謝申し上げます。特筆すべきは、真室会員が音楽担当の加藤会
員の欠席の日には完璧な指揮者としてのフォローを頂いたことに尽きます。改めて感謝を申し
上げます。私自身としては、コロナにより、休会が危ぶまれた例会が、ZOOM 利用の推進によ
り開催を続けられたこと。また皆さんの顔が見える例会運営になったことで藤城会長に大変喜
んでいただけたことが、大変満足度の高いことでした。皆様に支えられた一年で、本当に幸せ
でした。

職業奉仕委員長

若狭博徳 会員

藤城会長の元、職業奉仕委員長を仰せつかりました若狭でございます。当時入会歴２年の私に
とって、営利目的の職業と奉仕活動が一つに表現されております職業奉仕委員会のありかたを
考えても全く理解できない中スタート致しました。蓋を開けると副委員長の谷口会員による積
年の思いである歯科技工の世界を皆様にご案内したいという思いが非常に強かった事も在り、
クラブフォーラムと移動例会を企画致しました。移動例会は残念ながらコロナ感染オミクロン
株流行により中止といたしました。消化不良で活動を終えることになり只々残念であります。
次年度の職業奉仕委員長は阿部先生です。次年度の内容は比較にならない程充実されているよ
うに伺いました。その意味でも今後のロータリー活動の考え方など学ぶべきことが沢山在るも
のと考えております。それらを糧に精進して参りたく考えて居ります。１年間有難うございま
した。

社会奉仕委員長

真室潤一 会員

最初に藤城会長より、社会奉仕委員長のお話を頂いた時は正直 “えっ” と言う気持ちでしたが、
社会奉仕事業を計画するにあたり諸先輩に経験談やアドバイスを聞かせて頂き、様々な気づき
を頂く事ができました。当初計画した社会奉仕事業に加え、大舘会員の助言で皆様の協力の中、
センチュリーホテル前の花壇の苗植えも実行出来ました。コロナ禍の活動で何かと制限はござ
いましたが、無事に終えることができ感謝の気持ちでいっぱいです。この経験を活かし、次は
積極的に一歩前に進んで参りたいと思います。藤城会長、鈴木幹事、会員の皆様、一年間本当
にありがとうございました。

国際奉仕委員長

大舘政弘 会員

国際奉仕委員会を担当させて頂きました大舘です。本年度は長年に亘り築いてきた海外との交
流の絆を大切に、一層の親睦・支援を図るべくタイ東北部・カンボジアを中心に５０周年特別
奉仕事業として、また地区国際奉仕委員会の支援事業への協賛として活動させて頂きました。
活動の一環としてこれらの地域の衛生の向上のため現地保健所に水浄化設備の設置し地域の皆
さんに喜ばれました。また特別奉仕事業の絵画コンクール開催のためにはタイの子供たちによ
り絵の提供をして頂き特別事業に花を添えて頂きました。また、地区委員会の人道支援事業で
の生活支援のため食糧支援への協賛など実効性のある活動が出来たものと思っております。無
事ここに活動を終える事が出来ましたのも皆さんからのご支援の賜物と委員会一同感謝申し上
げます。国際奉仕委員会へのご支援・ご指導を一年間どうもありがとうございました。

青少年奉仕委員長

中園直樹 会員

コロナ禍で学校での対面出張授業ができないことを想定して、札幌市東区の中学生、高校生を
対象として優秀論文に賞金を出す論文コンテストを企画していたが、諸般の事情で実施出来な
かったことが残念であった。

会場監督

赤木道子 会員

一年間大変お世話になりました。例会の休会、リモート、再開までの変則開催で分からないこ
とが多く、鈴木幹事、姫野会員、林会員に都度ご助言を頂き、失敗、反省をしながらどうにか
一年を終えました。やり残した事も多々ありますが、会場監督を離れても毎回皆さんを笑顔で
お迎えして、笑顔でお帰り頂けるように会場の雰囲気作りのお手伝いができますよう努めて参
ります。

会計

瀧澤隆之介 会員

※原稿未着のため預かり次第掲載致します。

副幹事

林里紅 会員

藤城会長、鈴木幹事のもと 1 年間勉強させて頂きました。会長、幹事そして理事の皆様大変お
疲れ様でした。コロナ、ウクライナの問題など大変な世の中でしたが、札幌北クラブは笑顔溢
れるピッカピカの 1 年でした。ありがとうございました。

会長エレクト

蓑輪隆宏 会員

ニコニコではお伝え出来なかったのですが、実は昨日、ウチの一人娘の結婚披露宴がございま
した。私が言うのもなんですが、旦那さんになった方は誠実で本当にいい人で娘には勿体ない
と思っております。こんな素晴らしい「ご縁」に巡り会えたのは、このロータリークラブの活
動を通して「運」を積み重ねて来れたからではないかと思います。藤城会長のもとで体感したリー
ダーシップを参考に、これからの一年、さらに「運」を重ねられるよう頑張りたいと存じます。
皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

副会長

出村知佳子 会員

「藤城会長、鈴木幹事」1 年間本当にお疲れ様でした。コロナ禍での１年は大変だったと思いま
すが、藤城会長のみんなの意見を聞きながらチームで進めるリーダーシップは素晴らしく、常
にコロナ禍での変更や対応が求められる中、鈴木幹事の対応は柔軟かつ適格で、おかげ様で 1
年間楽しく活動させて頂きました。感謝の言葉しかございません。ありがとうございました。

直前会長

斉藤昌一 会員

藤城会長、鈴木幹事、出村副会長、理事・役員の皆さま、一年間お疲れ様でした。51 周年度の始めに、
藤城会長が私に「コロナ禍で 50 周年度が出来なかった敵を俺が打つ」と言ってくださった力強
い言葉が今でも耳に残っています。私はただ見ているだけでしたが、51 年度は通常のクラブ運
営に加えて事務所の移転、事務局の交代などを、藤城会長のリーダーシップで理事・役員・各
委員会が一丸となり見事に遂行してくださいました。また、昨年に叶わなかった創立 50 周年祝
賀式典は、創立 50 周年実行委員会の皆さんと共に、創立 50 周年・51 周年記念例会式典として
開催することが出来きましたので安堵しています。これもひとえに各委員会、会員皆さまのご
理解とご協力の賜物と感謝の気持ちを言い尽くせません。お陰様で無事に大きな節目の式典を
終えたことにより、皆さまと新たな一歩を歩み出すことが出来ると確信しております。私はコ
ロナ禍ではありましたが、札幌北クラブの 49 周年の草間年度、50 周年、そして 51 周年の藤城
年度の 3 年間に、会員皆さまより温かいご指導と友情をいただき貴重な勉強をさせていただい
たことに、心より感謝と御礼申し上げます。

幹事

鈴木隆也 会員

理事役員の皆様、クラブ会員の皆様

一年間支えて頂きまして本当にありがとうございました。

今年度も引き続きコロナの影響を受けた年度でしたが、例会を休むことなく開催すると決めた
会長の思いもクラブ会員の皆様に伝わったのではないかと思います。行動力と調整力、そして
聞く力も持ち合わせている藤城会長の幹事をやらせて頂きましたことで、また少しロータリー
を理解する事が出来ましたし、自分自身の成長に繋がったと思います。ありがとうございました。

会長

藤城英明 会員

会員の皆様のおかげで、無事に今年度の最終例会を迎えられたことに感謝いたします。
今年度の目標を考え始めたのは、会長エレクトに選ばれた７月頃で、考えを固めたのは１２月
になってしまいました。コロナ禍で、感染予防のため顔を合わせての集会が敬遠されるなか、
有名な芸能人が亡くなるなど、会社や私生活での不安や疑念が募り続け、心の病を抱える方が
増え、自殺者が急増する状況にありました。世の中の助けを求めている方への支援をしていく
ロータリアンとして活動するには、ロータリアン自身が心身ともに健康で健全な会社運営・家
庭生活をすることで幸せになる必要があると認識を固めました。その両立を図るための有効な
手段や方法は何か。その答えが、「笑顔・挨拶・感謝の言葉でピッカピカ」という、それぞれの
言葉の持つ意味と力を借りることで皆が幸せになるのではないか。そして、信頼のおける仲間
がいる例会に定期的に出席することで、個人の持つタイムリーな不安を無くす手助けが出来る
のではないかと考え、一年間、一度も休まず例会を実行させて頂きました。
幹事の鈴木隆也会員、ZOOM での例会運営を担って頂いたクラブ奉仕委員長の吉井千博会員に
は、特別に大きなご負担を頂いたと思います。そして、急な事務局の退任と事務所移転。栗原
清昭会員には事務局の仕事の内容を全て洗い出して頂き、引継ぎを容易にして頂きました。事
務所移転の時も事務所内のすべてのものを一つ一つ精査し、残すものと廃棄するものをご判断
頂きました。同時に札幌北ロータリークラブ５０年史の作成にもご尽力され大変お忙しい中、
多くのことを実行され、心より感謝申し上げます。吉井千博会員には、重責となる事務局も引
き受けて頂きました。心より感謝申し上げ、更なる発展のため今後ともよろしくお願い申し上
げます。
斉藤昌一前会長の悲願の創立５０周年記念式典祝賀会・特別奉仕事業も大西勲実行委員長のも
と皆さんのご理解を得て行うことが出来ました。札幌北ロータリークラブの会員の皆さんが一
つになって成し遂げた素晴らしい周年行事となり、大日向豊吉ガバナーをはじめご来賓の皆様
からも高い評価を受けることが出来ました。皆様の積極的な貢献に心から感謝申し上げます。
斉藤昌一５０周年会長のお喜びになったお姿がとても印象的でした。
最後に、札幌北ロータリークラブのレジェンドの先輩会員の皆様には、何かとご相談させて頂
きアドバイスを頂きました。お陰様で大きく道を外すことなく運営できたかと思っております。
末永いお付き合いとご多幸ご健康をお祈りいたします。
私は、この札幌北ロータリークラブの皆さんと過ごす大切な時間が大好きです。
心より皆さんに感謝いたしまして退任のあいさつとさせて頂きます。

理 事 ・ 役 員 の 皆 様 、一 年 間 大 変 お 疲 れ 様 で し た 。

感

謝

会務報告
①次回例会は 7/4 で、お昼の例会です。蓑輪隆宏会長・林里紅幹事年度の就任挨拶となっております。皆
様のご出席を宜しくお願い致します。

北クラブ情報
例会日 毎週月曜日 1 2：30

札幌北RCホームページ

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

例会場 センチュリーロイヤルホテル

＊07 月 11 日 ( 月 )

第 1 回クラブ協議会

＊07 月 18 日 ( 月 )

休会 ( 法定休日・海の日 )

＊07 月 24 日 ( 日 )

繰上親睦移動例会

他クラブ予定表
5日(火)

6日(水)

札 幌 西

就任挨拶

モーニング

札幌清田

就任挨拶

真 駒 内

はまなす
大通公園

7日(木)
札 幌 東
札幌西北

会長就任挨拶
未定

就任挨拶 (1)

未定

9日(土)
札幌手稲

札

幌

新 札 幌

8日(金)
札幌幌南

11 日 ( 月 )
クラブアッセンブリー①「活動計画・予算案」

札 幌 南

会長・幹事 就任挨拶
理事・役員 就任挨拶
就任挨拶
就任挨拶
五大奉仕委員長 就任挨拶

委員会活動方針

！注意！
予定は変更になる可能性があります。また 、ビジターで他クラブへ行かれる際はご連絡が必要な場合があります。

