ニコニコＢＯＸ
岡村会員〜大変お世話になりました。
戸田会員〜晴れて入会をさせて頂きました。

北 見 ロ ー タリー ク ラ ブ 週 報

プログラム

グループ談議【７】「

今 年 の 抱 負 」

●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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2019〜2020年度国際ロータリーテーマ

本日のプログラム
ゲスト卓話

「チーズとワインについて」
ＨＥＰＰＯＫＯ

店主

佐々木

朋志 様

『ロータリーは世界をつなぐ』
R . I . 会長 マーク・ダニエル・マローニー

第 3274 回例会（１月８日）の記録
司 会 帰山親睦活動委員長
ロータリーソング 我等の生業
会長挨拶 長屋会長
皆さん、本日は新入会員の戸田龍一さんにお越し頂きました。さすがに皆さん知っていらっしゃると
見えて場の雰囲気が新年早々明るくなり、戸田さんの人間性を垣間見る思いが致します。
本日は2020年第１回目の例会でありまして1月８日でございます。1月８日にする挨拶は微妙で
ありまして、関西地方では小正月の文化がいまだに根強くあり、正月は１月15日までとし、その間は
「新年明けましておめでとうございます」の挨拶が出来るのでありますが、関東地方はどうかと申し
ますと、比較的地方の人が多く集まっている土地柄でもあり小正月の文化が薄れ、正月は１月７日まで
との認識が強く「新年明けましておめでとうございます」を１月８日に言いますと「もう正月は
終わったから明けましておめでとうはないでしょう」と言われるそうであります。ですから１月８日の挨拶は無難に
「今年も宜しくお願い致します」が良いのではないかと思います。
さて、今年は日本ロータリー100周年記念にあたりまして、本日理事・役員が胸に付けているのがその100周年記念バッジで
ございます。他にも明治神宮鎮座100年祭、そして56年振りに行われます東京オリンピック等々、大きな周年の節目の年で
あります。とりわけ大きな話は昨年の５月１日に新しい天皇が即位され、今年から２月23日が天皇誕生日の祝日になった事で
ありまして、喜んでいるのはこの日が誕生日の私と野口五郎であります。自分の誕生日が休日になった訳ですが、
これが学生時代なら大変嬉しいのでしょうが、この歳になりますとあと数年で毎日が休日になり、更に数年経ちますと
永遠に休日になる、そんな年齢になった訳で「嬉しさも中くらい…」であります。
1905年にポール・ハリスと実業家・会計士ら４人でロータリーの第１回目の例会がシカゴのホテル711号室で行われたのが、
これまた２月23日でございます。私は天皇陛下ともロータリーとも何か縁があるのかなぁ〜と勝手に感心しているので
あります。
ＲＩ会長でありますマローニー会長は「ロータリーは世界をつなぐ」とおっしゃいました。一触即発のイラン・アメリカ
との報復戦がエスカレートして大きな戦争に繋がらない為にも、こんな時こそ世界200ヶ国以上にまたがっているロータリアンが
力を合わせる事が大切だと私は考える次第であります。奉仕活動と世界平和を願って私からの挨拶と致します。

幹事報告

潮田幹事
【新入会員】 戸田 龍一 さん
１．本日レターボックスの方に下期の会費の依頼書を
生年月日：1952年４月24日生まれ
勤 務 先：株式会社サン園芸
入れさせて頂きましたので宜しくお願い致します。
代表取締役社長
２．12月の最終例会の時に高橋倫夫会員から退会届が
スポンサー：金田会員
提出されました。
埼玉へのご転居という事で、
皆様への
ご挨拶文としてお手紙をお預かりしております。
３．ガバナーノミニーデジグネートのご紹介です。先日会長から地区初の女性ガバナーというようなお話がありましたが、
正式に決まりまして宣言書が届いております。久木佐知子様で、旭川西ロータリークラブでございます。2022−2023年度の
ガバナーという事で決定になっております。
４．例会変更のお知らせ
２月13日（木）北見西ＲＣ 法定休日
２月26日（水）北 見ＲＣ 創立記念夜間例会 点鐘：18時30分 会場：ホテルベルクラシック北見
５．今月のロータリーレートは１ドル＝110円です。

誕生記念 山崎会員・永田会員・岸本会員

出席報告 小池出席委員長
本日より下期が始まりました。昨年度より私の方から「100％を目指しませんか」というのが
ありますので、下期でなんとか達成したいと思います。出席をなんとかお願いしますといった場合、
分からない方もいらっしゃると思いますので、先輩のロータリアンの方々にご協力を頂く場面もあるかと
思います。なんとか100％を今年度中に宜しくお願い致します。

出席報告 例会日
計 算 式
確定
12／25
本日
１／８
【次回１月22日】
編集後記

入会記念 辻会員・藤田会員・海田会員

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
45
3
0
0
45
59
7
81.818％
43
3
2
−
45
59
6
80.357％

「ライラセミナー報告会」

吉

田

潤

司

松島

大公 会員

2019〜2020年度

北見ＲＣ

●会長／長屋

（M.Y）

職業奉仕とは

北見Ｒ.Ｃ.活動方針

ロータリーに誇りを持ち行動する
地区ガバナー

ローターアクト委員長

2020年が北見ロータリークラブの皆様にとって良い年になりますように。

2019〜2020年度

駒形会員・小林会員・我妻会員
髙橋（宜）会員

「知らずて語れず！」ロータリーを学び、ロータリーを語り、ロータリーを楽しみ、そしてロータリーに誇りを持とう！

伊谷会員
今年も続けたい』
『古希を今年迎えました。
70だからゴルフ70回』
『毎朝30分のジョギングを43歳から30年休まず続けてきております。
『今まで無かったのに去年は怪我で仕事を２回休んでしまった。
今年は健康管理』
『私も古希でございます。
年末風邪を引いて寝たきりに。
今年で10歳、
40代最後、
今年はそのような事がないように健康管理』
『健康でなんとか生き延びたい。
それだけです』
『会社に入り丸10年、
干支もネズミで最終、
何かと締めの今年は初心に戻り、
ロータリーも欠席せずに頑張りたい。
そして今年こそ潮田さんのジムに週に１度は
通ってお腹を６つに割りたい』
北本会員
まずは、昨年商工会議所とロータリークラブのゴルフの取り決めで、
２つのタイトルをとった方に今年は当然エージシュートを
やれますよねと言ったところ
『無理です』
と。
フロントティだったら可能性あるかもしれないと言っておりましたので是非頑張って頂きたいと
思います。後、体重が増えた方が多いという事もありまして、糖質制限等をしなければ、体重２〜３㎏落としたいと言っている方が
いらっしゃいました。それから、北見に来て、赴任して５年で５㎏増えたという事で、それを１年で取り戻そうというちょっと無謀な
取り組みされている方もおられました。
川上会員
『是非健康に過ごしたい。
実現出来る事、
出来ない事、
去年出来た事、
出来なかった事、
整理して確実にやっていきたい』
『この年になって
人に迷惑をかけないよう、
静かに過ごしたい。
足りないものばっかりで、
ゴルフは今年もしっかりやります』
『詩吟の指導者として、
北見の
チームを全国大会へ是非連れて行きたい。
そのためには４月の全道大会の指導に全力をあげたい。詩吟の他にもボウリングの選手
として国体出場を目指したい。
目指すのは自由ですから』
『６月いっぱいこの任務をしっかり取り組みたい。
長屋丸の沈没を避ける為、
最近自身の健康を考える
是非とも頑張りたいと思います』
潮田幹事でございました。
５人目、
長屋会長ですが
『今年60歳になりました。
ようになりました。
あちこち悪いところが出てきました。
これまでぬるい考えだったのを本気で健康維持に取り組みたい、
取り組まないと
まずいと思えるようになりました。
今年中には健康体に近づけるよう、
しっかり行動をとりたいと思います。
ロータリーもあと半年、
しっかり
取り組んでいきますので、
ご協力宜しくお願い致します』
松島会員
『今年こそはお金のかからないスポーツで頑張っていきたい』
『ヨガマットを買って毎日腕立て伏せをしている』
『10㎏目標で痩せたい』
今年は80回目標』
『去年会員になったのに２〜３回しか行けていないので、
今年こそは
『現場に出て痩せる』
『昨年ジムに60回通ったので、
ちゃんとジムに通う』
『長寿の味噌汁を始める』
柏尾会員
ボウリングは200アップを目指す』
『なかなか出来ないのだけれども、
とにかく痩せたい。
着るものも無くなってきた』
『健康で、
ゴルフ80台、
『奥様に内緒で…背広が合わないのでこっそり４着買って、
またこっそりワイシャツを５着投げてしまった』
『今年は体重８㎏減を目標にしたい
のだけれども、会長が終わってから少し気持ちが弛んでいる』
『インフルエンザにかかって５㎏減になった』
川嶋会員
『今年の豊富は仕事の継続である』
『周囲から結婚しないのかと言われて、
結婚をちょっと考えてみようかな』
『今年は春から夫婦二人の
暮らしになるので、
奥さんと一緒に少し遊びまわろう』
『ゴルフは、
いろんな方に遊んでいただければ』
『８時45分に会社に出ていたのを
15分早めて８時30分に出社する。少し新年を期にリフレッシュを』
『少し歩いて下半身を鍛える』
『今年は２月にマレーシアに行って、
６月にハワイに』
『今年中に社長を辞めて会長になる』
『生きているだけで丸儲け』
『生きる欲望を一つでも叶えたい』
『去年北見と
訓子府の間を歩いたので今年は置戸まで歩きたい』

憲明

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／潮田

豊

●週報編集／柏尾

典秀

