
札幌西北ロータリークラブ 

娘達と歩む夢の続き 

葛西 純一 会員 

             ソング：それでこそロータリー
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3月25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／ヘルシンキ北西RC 井口 光雄様 

●ビジター／なし 

●3月25日出席率／会員35名中欠席11名、規定除外者

5名74.1% 

●11月12日確定出席率／会員35名中欠席0名、規定除

外者4名100% 

●会長報告／RLI委員会より2/20・21に開催されました

RLI セミナーパート１の 6 セッションすべてを受講され

た菊田会員と得能会員に修了証が届きましたのでお渡し

します。／山岸会員が人事異動に伴う転出のため、3 月

末で退会されることになりました。4 月より後任の方が

入会予定です。山岸会員よりご挨拶をお願いします。 

●幹事報告／前回例会終了後、定例理事会を開催しまし

たので、報告します。議事録はFAXでお送りいたしまし

たのでご確認ください。三越例会場の人数制限が現状で

は 4 月末まで解除されませんので、4 月中は例会場を京

王プラザホテルに変更することが承認されました。多米

豊会員の出席規定免除と山岸会員の退会が承認されまし

た。札幌西北RC45周年記念式典について、来年の4月に

開催を予定することが承認されました。／5/16の地区大

会の追加申込みは 3/30 まで受け付けています。実行委

員会より、多くの会員の皆様にオンライン地区大会を体

験いただきたいと、呼びかけもありましたので、たくさ

んの皆様のご登録をお待ちしています。また、ご登録い

ただいた方は、登録料を事務局までお支払いください。

／次回の例会は 4/1(木)です。例会場は京王プラザホテ

ル「地下1階チェリールーム」です。次回例会終了後、

定例理事会を開催します。理事、役員の皆様は、ご出席

をお願い致します。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額  543,500円 達成率 99.9％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  688,200円 達成率 126.1％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 392,000円  達成率 49.0％ 

 

誕 生 日  な し 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  西岡 憲廣 会員（明治４４年４月１日）札幌山の手高等学校 

中嶋 成実 会員（昭和４６年４月１日） 

中嶋・佐藤司法書士・行政書士事務所 

馬杉 榮一 会員（昭和５４年４月１日）馬杉榮一法律事務所 

入 会 記 念 日  小川 眞治 会員（平成５年４月１日） 

Vol.XLIII  No.２０５８ 

第２０５８回 例会 

2021 年 4 月 1 日（木） 

第２０５７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 



●主要プログラム 
「フィンランドの今、 

コロナウイルスとロータリーを中心に」 
ヘルシンキ北西RC井口光雄様 
昨年３月のフィンランド滞

在中、新型コロナウイルスの感
染は急速に拡大、同月９日の北
西ロータリーの例会を最後に
「クラブ創立記念晩餐会」も中
止に追い込まれて帰国した。念
願だった札幌〜ヘルシンキ直
行便は運行を停止し、現在も再

開の目処は立っていない。 
フィンランドの感染状況は３月から５月の第 1 波は、

レストラン、バー、スポーツ施設等の閉鎖政策で乗り切
り、その後は９月までは例年のように夏を楽しんだ。し
かし９月中旬から第２波が始まり１２月には１日500人
を超え、３月以降も急速に拡大、政府はロックダウン（都
市封鎖）に踏み切った。北海道と人口がほぼ同じフィン
ランド、感染者数は３倍を超えているが、亡くなった方
は北海道とはあまり変わらず医療崩壊は起きていない。
なお現在、フィンランドのリーダーは３４歳の若い女性
サンナ・マリン首相が率いる内閣、19 人の閣僚のうち12
人が女性だ。なんとか危機を乗り越えることを願ってい
る。 
エゾ山桜の話題に移りたい。ヘルシンキで日本の日常品

店を営む富田さんが中心となって 2007 年に開園した桜
公園、５月中旬の花見はヘルシンキ市民で賑わうが、桜
はオランダから輸入したヨーロッパ種だ。その富田さん
と語り合った結果、ソメイヨシノは無理だが、エゾ山桜
なら大丈夫だろうと、2013 年札幌から試験用に苗を運び
ヘルシンキ大学などでテストを始めた。幸い順調に育っ
たが、一般の桜の苗の輸出は日本とEU との協定で出来
ないため、日本政府機関で４年間の種子の育種検査を受
けて輸出認可を受けた。2018 年 12 月、ヘルシンキへ種
子を送り、試験地で種蒔を行い、現在 50 センチ程度に
育っている。 
今年５月には、冬季スポーツの中心地ラハティ市

の公園で、約30 本のエゾ山桜の贈呈式が行われる予
定で、村田日本大使が私どもの代表として出席して
いただく。コロナウイルスの感染が収まれば、ヘル
シンキの桜公園での移植も始まるだろう。またヘル
シンキ北西RC でも、近くのバンター川畔でのエゾ

山桜の移植を計
画している。そ
の節は、札幌西
北RC の発寒川
畔のエゾ山桜公
園作りの経験を
是非伝授してい
ただきたいと願
っている。

 

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 

山岸曉雄会員：4/1 付の人事異動で転出する事となり、本日が最後の例会です。２年間大変楽しく過ごすことが

出来ました。 ありがとうございました。 

海野 均会員：井口さんの卓話楽しみにしております。 

小川眞治会員：フィンランドの今を語る、井口会員よろしくお願いいたします。 

西岡憲廣会員：井口さんお卓話楽しみにしてきました。 

中嶋成実会員：井口先輩のお話楽しみにしております。 

安藤壽建会員：井口さんフィンランドからようこそ！ 

菊田 等会員：井口様卓話楽しみにしております。 

得能宗洋会員：井口さんお卓話楽しみです！ 

葛西純一会員：本日の卓話楽しみにしております。 

岡出敏美会員：コロナに負けずガンバリましょう！ 

ヘルシンキ北西 RC 井口光雄様：お久しぶりです。今日はお話の機会をいただき有難うございました。 

次回プログラム       4/8（木） 「怨念の登録（国際大会）」 

小川 眞治 会員 

                                   ソング：奉仕の理想 

2 日 (金) 札幌幌南 国際親善交流会 6 日 (火) 札幌清田 会員卓話
2 日 (金) ライラック 定例休会 6 日 (火) 大通公園 通常例会
3 日 (土) 札幌手稲 移動例会 7 日 (水) モーニング どさんこワイド30年～開発秘話とこれから～

5 日 (月) 札幌南 コロナ禍における子供の虐待の問題 7 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ

5 日 (月) 札幌北 会員増強について 7 日 (水) 真駒内 妊婦のコロナ感染
6 日 (火) 札幌西 移動例会 7 日 (水) 新札幌 元米山奨学生～送別会～

6 日 (火) はまなす 会員卓話 8 日 (木) 札幌東 新会員卓話

市内他クラブのプログラム


