ニコニコＢＯＸ
佐藤（哲）会員〜昨年の暮れにFMオホーツクとNHK北見局が災害協定を締結。災害時にNHKの情報をFMオホーツク
でも利用して放送ができるように協定を結んだ。
梅津会員〜昨年12月に新事務所が完成し引越し致しました。職員一同、電気の安全・安心をお届けして参ります。今後ともど
うぞ宜しくお願い致します。
坂井会長〜本年もどうぞ宜しくお願い致します。

北 見 ロ ー タリー ク ラ ブ 週 報
●創立/1937年9月30日 ●事務所/ナシオビル ☎25-2824 ●例会日/毎週水曜日 ●例会場所/ホテル黒部
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本日のプログラム

『インスピレーションになろう』

グループ談義【7】

『 正 月 の 思 い 出！』

R . I . 会長 バリー・ラシン

第 3228 回例会（1 月 9 日）の記録
司 会 田巻親睦活動委員長
ロータリーソング 我等の生業
ビジター 北見東ＲＣ 和田 修一
会長挨拶 坂井会長

様

新年あけましておめでとうございます。今年のお正月は、穏やかに、雪も少なく過ごされたかなと思い
ます。皆様も輝かしい新年をお迎えされたという事でお慶び申し上げたいと思います。
１月４日に商工会議所の新年交礼会で永田会頭様のご挨拶がありました。
ＪＣの理事長様のご挨拶
もありました。
それから道新の支社長様のご挨拶も聞く事が出来ました。
３者の方のご挨拶を聞いて、
こ
の北見地方はこれからまだまだ未来があるなと痛感致しました。私は北見ＲＣの組織を預かる者として、
もう一度初心に帰って、私の掲げた
「ロータリーの輝きを人へ未来へ」
と、
そして皆様に心地よい場所を作り、結束して、外に
向けていけるのかという事を、今一度気持ちを新たにした次第であり、
３者のそれぞれの組織を預かる方の事を思った次
第であります。
ロータリーとして半分が過ぎ、残り23回の例会となりますが、今年は、例えば小山委員長の下「週報をカラー化」にさせて
頂きました。それから佐藤プログラム委員長に
「グループ談議」
という場を作って頂きました。
また潮田出席委員長には
「元
気の出る出席報告」
を作って頂きました。
まだ他にもございますが、
この様な取組みを色々とさせて頂いております。
その事は
何なのかという事でございますが、
この事を未来に繋げていきたい、
という思いでございます。次年度、長屋エレクトの下で
今色々進めてございますが、その先90年、100年を見据えたロータリー作りをしていかなければならないと思っております。
年度当初、私が預かった当初の北見ＲＣは会員55名でスタートさせて頂いて、私の目標は60名とさせて頂いてございます。
この先65名、70名と
ところが、皆様のご協力のお陰で来週3名の方が入りますので、60名を超えて62名になる事になります。
なっていければ良いなと思います。今、舟山直前会長の下で
「戦略会議」
の最終まとめに入る段階に来ておりますが、
この事
も今ではなく未来を見据えて、
という事でございます。
その様な事でまた皆様のご協力を宜しくお願いしたいという私の年頭
の気持ちでございますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

幹事報告

岡村幹事代行

１．
ポール・ハリス・フェローの認証を行います。
ポール・ハリス・フェロー 高野会員・田尾会員・下元会員
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー１回目 長屋会員・坂井会長
２．本日レターボックスの方に、下期の会費納入依頼書を入れさせて頂きました。
３．
１月のロータリーレートは、
１ドル＝112円です。

米山職業奉仕委員長
昨年の12月19日に、１月23日の消防本部で行われます職場移動例会のご案内を入れさせて頂
いております。本日が出欠の期日となっておりますので、まだ出欠のご回答を頂いていない方
は澁谷さんの方までご回答の方をお願い致します。
田巻親睦活動委員長
本日のレターボックスに入れさせて頂きました「ロータリー創立記念夜間例会」のご案内に関してですが、２
月20日（水）18時30分より、会場はホテルベルクラシック北見で開催致します。その時に「カラオケ大会」をさせ
て頂きたいと考えております。また、このカラオケ大会に関しましては出る方がいらっしゃらなければ例会が成
り立たないという事になりますので、皆様奮ってのご応募
の程宜しくお願い致します。
誕生記念 山崎会員・永田会員・岸本会員・加藤会員
結婚記念 川村会員
入会記念 辻会員・藤田会員・海田会員・駒形会員・
小林会員・我妻会員

〜ロータリーの未来を考えよう〜

「年男年女の4名に今年の抱負を」

順子 会員
（1971）
・桑原

博行 会員
（1947）
・藤田

一清 会員
（1935）
・下元

陽司 会員（1971）

佐藤プログラム委員長
年男の高橋倫夫会員からお手紙を頂いておりますのでご紹介致します。
「あけましておめでとうございます。本年は亥年という事で今年の抱負を例会で話す気は十分にあったのです
が、昨年末より喉と鼻を悪くしまして現在治療中です。寒さと人の多い場所は避けるように言われておりますので、
今回は抱負を話すのは遠慮させて頂きます。暖かくなる３月頃には例会に出席したいと思っております。今年は
私の人生にとって大きな節目になりそうな年です。それが良い方に向えばいいなと思っております。会員の皆様
におかれましては今年1年が良い年になりますように願っております。 平成31年１月６日 高橋 倫夫」
田巻 順子 会員
今年の抱負ですが、私の中では色々と考えております。実は去年モロッコに行って参りまして、日本という国は
本当に良いなと思いました。緑があっても本当に小さな緑で、
その中で私達が日本に生きるという事は本当に幸
せな事だなと思いました。考えていたのが、私達はもっと緑や花を普及させたいという事で、今年はまた当社の
とにかく緑や花を
庭にアジサイを植えたいなと思います。
もう550株になりまして、今年更に200株位植えました。
もっと北見の中に取り入れていきたいし、
オホーツク資源になればいいなと考えております。育つものも育つの
だなと思いますし、
またこのような経験を積み重ねながら北見の為に微力ながら力になっていければいいかな
と思っています。私は今年も笑顔が多い１年となりますように、皆様方にご祈念させて頂きまして今年の抱負とさせて頂きます。
桑原 博行 会員
会社の紹介をさせて頂きます。昭和21年に亡くなった父母が二人で創業しまして、私は翌年の昭和22年に生ま
れました。ですから私の人生イコール会社の人生なのです。桑原電装は今現在大きく分けて電装事業部、通信
事業部がメインの職種です。電装事業部は色々と分かれておりまして、車の電気関係が大きな一つの部門で、
そ
れからディーゼル噴射ポンプを直したり、設備の機器関係等があり、色んな所でお世話になっております。それ
と、網走管内のタクシーメーターは全部弊社でさせて頂いております。営業所は斜里、網走、北見、常呂、遠軽、
紋別の６ヵ点でやっております。
もう一つの通信事業部は携帯電話を売る部門と複写機の部門があり、斜里、網
走、北見、遠軽の店舗で、皆さん私以上に汗を流しております。ですから私の抱負というのは会社の事しかありません。それと、
うちの
両親は人の悪口を言った事が無いのです。
それが私への一番の教育だと息子として思います。72歳にもなりますと皆の幸せを願う、
それだけですね。人が幸せを願えば願うほど自分に帰って来ます。今年もどうぞ宜しくお願い致します。
藤田 一清 会員
歳を取るにつれて自由が増えるという話をする人がいます。自由というのは本当に大事なのですが、
あまり自
由でいると自由の有り難味が分からないという事になります。逆に頼り自由の世の中ですと、頼りが無くて不安
感をもたらすという事もあるようです。過激な思想にのめり込んだりする若者がいますが、
この若者は自由という
のを上手く理解し利用する事が出来ない、逆に自分に不安感を覚えて、頼りある者を求めてのめり込むという事
になります。自由の中に何か無いとアイデンティティやバイタリティ等があると本当の自由を楽しむ事が出来る
のではないかなと思っています。私も五分のバイタリティと五分のアイデンティティでこれからも生きていきたい
と思います。
下元 陽司 会員
今日に至るまで、自分の過去を気にした事がありませんでした。
よく見ると、私の干支の十二支一回りというの
は、本当に激動で、結婚、離婚、父の会社の創業と絶対に何かが起きています。そう考えていきますと、今年度に
関しましては、
まず妻をしっかりと大事にして感謝をする事、妻が喜んでもらう為には我が身がどのような行いをし
て喜んでもらうかです。抱負としましては、昨年札幌に事務所を作りまして、
その目的は将来まだまだ頑張っていこ
うと思います。ただ、自分だけが良ければいいという問題の他に、
どうして会社の代表でいるのかというのを考え
た時に、やはり社員があってという事で感謝、でもただ感謝するだけでは社員は嬉しくないという事で、税金を
しっかりと納めて社員の給料をしっかりと上げていく、
その為には自分がどうするべきか社員の前で格子を掲げまして、今年１年間頑
張っていきたいと思います。

出席報告 潮田出席委員長

委員会報告

行動するロータリー、つながるロータリー

会員卓話

地区ガバナー

細

川

𠮷

博

出席報告
計 算
確定
確定
本日

例会日
式
12／12
12／19
１／９

【次回１月23日】

会員総数 出席免除 総出席計算数 例会出席免除者 事前メークアップ 事後メークアップ 確定計算出席数 出席率
C
D
E
F
C＋E＋F C＋E＋F/(A−B)
A
B
＋D×100
47
4
2
1
50
59
7
89.286％
41
3
1
0
42
59
7
76.364％
45
1
0
−
46
59
7
86.792％

職場移動例会
「北見消防本部庁舎内の見学と
『オホーツク中核消防本部として』」
北見地区消防組合消防本部

編集後記

消防長

板東

克浩

様

年明けから厳しい寒さが続いています。会員の皆様、風邪など引かぬよう気をつけてください。 （A.M）

2018〜2019年度

職業奉仕とは

北見Ｒ.Ｃ.活動方針

ロータリーの輝きを人へ未来へ
2018〜2019年度

北見ＲＣ

●会長／坂井

浩

ロータリーの第2奉仕部門です。ロータリアンが、その職
業上のあらゆる関係において、奉仕の理想を活かしていく
責務の事をいいます。

●幹事／高野

英明

●週報編集／小山

孝之

