
札幌西北ロータリークラブ 

アイドルの力で地域活性化～札幌ご当地アイドルの 10 年～

株式会社 クレイドル 代表取締役社長 屋根田 秀貴様 

             ソング：それでこそロータリー
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10月8日(木) 晴れ 

●ソング／日も風も星も 

●司会／穴倉 廸彌副会長 

●ゲスト／北海道フィンランド協会常務理事 兼 

道新文化センタ－カンテレ講座講師 佐藤美津子様 

●ビジター／札幌1名 

●10月8日出席率／会員35名中欠席15名、規定除外者

4名51.6% 

●9月 24 日確定出席率／会員35名中欠席0名、規定除

者3名100% 

●会長報告／なし 

●幹事報告／ロータリー米山記念奨学会より、2019年度

の事業報告書と決算報告書が届いております。ご覧にな

りたい方は事務局までお申し出ください。また、今年度

の米山記念事業豆辞典をブレストBOXに配布しています

のでご確認ください。／ガバナー事務所より、会員増強

用の小冊子「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは何をしている団体？」が届いて

おります。入口に置いてありますので新たな会員の勧誘

にご活用ください。／第 2510 地区ポリオ根絶チャリテ

ィーコンサートのご案内が届きました。10月22日(木)18

時より、プレミアホテルTSUBAKIにてヴァイオリニスト

の杉田知子氏をお迎えし、ポリオ根絶チャリティーコン

サートを行うそうです。参加をご希望の方は、事務局ま

でお知らせください。／ガバナー月信10月号とﾛｰﾀﾘｰの

友 10 月号が届きました。入り口に置いてありますので

お持ち帰りください。／本日例会終了後、定例理事会を

開催致します。理事・役員の皆様はご出席お願いします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額  156,000円 達成率 28.6％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  368,200円 達成率 67.4％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 316,000円  達成率 39.5％ 

●主要プログラム 

「カンテレ演奏～フィンランドの風～」      

北海道フィンランド協会 常任理事 
道新文化センタ－カンテレ講座講師  佐藤美津子様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 曲 目 】 
・ミルクのポルカ     フィンランド伝統曲 
・となかいの子守歌    マルッティ・ポケラ 
・春よ 来い       松任谷由実 
・月の光         ドビュッシ－ 
・フィンランディア    シベリウス 
 

誕 生 日  髙見 幸浩 会員（１０月２１日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  池﨑 潤  会員（平成２８年１０月２０日） 

Vol.XLIII  No.２０５２ 

第２０５２回 例会 

2020 年 10 月 15 日（木） 

第２０５１回  例会報告 

2020～2021 年度 ホルガー・クナークＲＩ会長 ロータリーは機会の扉を開く 

創立 1977 年 4 月 21 日 

会長 遠島 芳然 幹事 西 智樹・海野 均 

今日の 

プログラム 

ＲＩ第 2510 地区第 4 グループ 

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 



【プロフィール】 

北海道フィンランド協会常務理事、道新文化センタ－カ

ンテレ講座講師（2004 年から）、カンテレあんさんぶる

“みゅう”主宰。カンテレ奏者、指導者として活躍中。

作曲、編曲者としても活躍中。カンテレ歴は 30 年近く。

フィンランド渡航歴は 20 数回に及ぶ。門下生によるユ

ニット（リンゴンベリ－-1 弦カンテレユニット-、カンテ

レカンタ－ビレ－声楽ユニット-）もある。 

2000 年から毎年フィンランドのカンテレキャンプに

参加してトップカンテレ奏者に多数指導を受ける。2009

年にフィンランドの5か所でカンテレコンサ－トを開催

し好評を博す。その他来日するカンテレ奏者とのコラボ

も多数。道内を中心に活動中。2006 年ファ－ストアルバ

ム「風のカンテレ」2009 年 11 月「白樺物語」をリリ－

スし好評を博す。オカリナ、バイオリン、トンコリ（ア

イヌ伝統楽器）などのコラボも多く沢山の方々に癒しの

音を届けている。 

YouTube さとうみつこ チャンネル があります。 

興味がありましたら是非覗いてみて下さい。 

https://www.youtube.com/channel/UCxIZB9ZXEiBU9

TWKUlk8Fzg 

【カンテレについて】 

 北欧のハ－プと言われているカンテレは森と湖の国フ

ィンランドに2000年以上も前から伝わる民俗楽器です。

ルック＆フィ－ルはハ－プ、または日本の筝を連想させ

その音色は透明、繊細でナイ－ブそして何とも形容しが

たい神秘的な余韻が残る不思議な楽器です。カンテレは

5弦から40弦まであり大別すると小型カンテレ（5弦）、

中型カンテレ（10 弦から 19 弦）大型カンテレ（20 弦か

ら 40 弦）の3 種類に分けられます。 

 

 

 

 

 

 

例会場：札幌三越４Ｆライラック 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎○西 智樹、池﨑 潤、久保 隆、小西 政秀、八木 健真 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

海野 均会員：佐藤さん、カンテレ演奏よろしくお願いします。 

森本正夫会員：佐藤さんカンテレ演奏楽しみです。 

小川眞治会員：フィンランドンカンテレ楽器、演奏、佐藤さんよろしくお願いします。 

三上直彦会員：カンテレ演奏者、佐藤美津子さんをお迎えして。 

葛西純一会員：本日のカンテレ演奏を楽しみにしています。 

吉田聡子会員：佐藤さんの演奏、楽しみです！ 

ゴルフ同好会：10/6(火)のコンペを行い、今年度の全日程を終了しました。 

次回プログラム  10/22（木） TOKYO2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 

マラソン・競歩実施概要について 

                  東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

札幌大通公園会場運営本部 会場運営担当課長 大椋 利宏様 

                                    ソング：四つのテスト 

16 日 (金) 札幌幌南 移動例会 20 日 (火) 札幌清田 繰り下げ移動例会
16 日 (金) ライラック 定例休会 20 日 (火) 大通公園 通常例会 (大通藤井ﾋﾞﾙ)
17 日 (土) 札幌手稲 米山記念奨学金について (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 21 日 (水) モーニング 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

19 日 (月) 札幌南 ガバナー公式訪問 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 21 日 (水) 札幌 夜間移動例会
19 日 (月) 札幌北 第2回クラブフォーラム (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 21 日 (水) 真駒内 ガバナー公式訪問報告 (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
20 日 (火) 札幌西 青少年奉仕委員会担当 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 21 日 (水) 新札幌 ゲストスピーチ (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
20 日 (火) はまなす 会員卓話 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 22 日 (木) 札幌東 職場訪問～ウポポイ見学～ (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


