２．６月５日に現新理事役員会を行いました。残念ながら高野会員が、体調が今ひとつ戻らないと
２．６月５日に現新理事役員会を行いました。残念ながら高野会員が、体調が今ひとつ戻らないと
２．６月５日に現新理事役員会を行いました。残念ながら高野会員が、体調が今ひとつ戻らな
いうことで退会届が出され、こちらの受理が決定致しましたのでご連絡致します。
いうことで退会届が出され、こちらの受理が決定致しましたのでご連絡致します。
いうことで退会届が出され、こちらの受理が決定致しましたのでご連絡致します。

北 見 ロ ー タリー ク ラ ブ 週 報

３．同じく現新理事役員会におきまして、北見東ＲＣ、北見西ＲＣ、そして我が北見ＲＣから
３．同じく現新理事役員会におきまして、北見東ＲＣ、北見西ＲＣ、そして我が北見ＲＣから
３．同じく現新理事役員会におきまして、北見東ＲＣ、北見西ＲＣ、そして我が北見ＲＣ

各100万円を拠出して、会長一任にて然るべき機関へコロナ対策寄付金として出すことが決定
各100万円を拠出して、会長一任にて然るべき機関へコロナ対策寄付金として出すことが決定
各100万円を拠出して、会長一任にて然るべき機関へコロナ対策寄付金として出すことが
致しましたので皆様にお知らせ致します。
致しましたので皆様にお知らせ致します。
致しましたので皆様にお知らせ致します。

●創立/1937年9月30日 ●事務所/北二条ビル 3階 302号 ☎25-2824 ●例会日/毎週水曜日 ●例会場所/ホテル黒部

４．ＲＩ2500地区事務局より、年次寄付についてのお礼状が届いております。尚2500地区では
４．ＲＩ2500地区事務局より、年次寄付についてのお礼状が届いております。尚2500地区では
４．ＲＩ2500地区事務局より、年次寄付についてのお礼状が届いております。尚2500地区

HPアドレス http://www.kitamirc.jp
第 3295 回例会・2020 年 6 月 17 日

本日のプログラム

「 年

次

報

告 」

寄付０クラブは無かったということも併せてご報告致します。
寄付０クラブは無かったということも併せてご報告致します。
寄付０クラブは無かったということも併せてご報告致します。

５．同じくＲＩ2500地区より、道北・道東の各医師会、歯科医師会にフェイスシールドが寄贈されたとの
５．同じくＲＩ2500地区より、道北・道東の各医師会、歯科医師会にフェイスシールドが寄贈されたとの
５．同じくＲＩ2500地区より、道北・道東の各医師会、歯科医師会にフェイスシールドが寄贈された

2019〜2020年度国際ロータリーテーマ

報告が出ております。
報告が出ております。
報告が出ております。

『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

６．ＲＩ2500地区吉田ガバナーより４つのテストカードというものを皆さんにお配りしたいという
６．ＲＩ2500地区吉田ガバナーより４つのテストカードというものを皆さんにお配りしたいという
６．ＲＩ2500地区吉田ガバナーより４つのテストカードというものを皆さんにお配りしたいと
ことで届けられました。地区ガバナーからはこれを持ち歩いて頂きたいとのことです。
ことで届けられました。地区ガバナーからはこれを持ち歩いて頂きたいとのことです。
ことで届けられました。地区ガバナーからはこれを持ち歩いて頂きたいとのことです。

７．次年度の出席免除をご申請頂く方の中で、新しくご申請される方がいらっしゃいましたら
７．次年度の出席免除をご申請頂く方の中で、新しくご申請される方がいらっしゃいましたら
７．次年度の出席免除をご申請頂く方の中で、新しくご申請される方がいらっしゃいまし
事務局の方にお申し出下さい。
事務局の方にお申し出下さい。
事務局の方にお申し出下さい。

第 3294 回例会（６月 10 日）の記録

８．今月のロータリーレートは１ドル＝108円です。
８．今月のロータリーレートは１ドル＝108円です。
８．今月のロータリーレートは１ドル＝108円です。

帰山親睦活動委員長
帰山親睦活動委員長
司 会 帰山親睦活動委員長
我等の生業 我等の生業
我等の生業
ロータリーソング
長屋会長
長屋会長
会長挨拶

委員会報告
委員会報告

長屋会長

小林親睦活動副委員長
小林親睦活動副委員長
小林親睦活動副委員長

あら〜♪ボンジュール
久しぶりね〜♪
その後、お変わりなくて〜♪
あら〜♪ボンジュール
あら〜♪ボンジュール
久しぶりね〜♪
その後、お変わりなくて〜♪
久しぶりね〜♪
その後、お変わりなくて〜♪

最終夜間例会のご案内でございます。６月24日
最終夜間例会のご案内でございます。６月24日
最終夜間例会のご案内でございます。６月24日
（水）18時30分よりホテル黒部にて
（水）18時30分よりホテル黒部にて
（水）18時30分よりホテル黒部にて

これは私の好きなシャンソン歌手、金子由香里の♪再会♪と言う曲でございます。
れは私の好きなシャンソン歌手、金子由香里の♪再会♪と言う曲でございます。
これは私の好きなシャンソン歌手、金子由香里の♪再会♪と言う曲でございます。

行います。ＦＡＸにて出席確認をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
行います。ＦＡＸにて出席確認をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
行います。ＦＡＸにて出席確認をさせて頂きますので宜しくお願い致します。

この３分程度の一曲の為に若い頃、数万円もするチケットを買い観に行った記憶が
の３分程度の一曲の為に若い頃、数万円もするチケットを買い観に行った記憶が
この３分程度の一曲の為に若い頃、数万円もするチケットを買い観に行った記憶が
ニコニコＢＯＸ
ニコニコＢＯＸ

ございます。
ざいます。
ございます。

北見ロータリークラブは２月19日を最後に例会が休会となり、僅か４ヶ月皆様にお会いしなかった
北見ロータリークラブは２月19日を最後に例会が休会となり、僅か４ヶ月皆様にお会いしなかった
北見ロータリークラブは２月19日を最後に例会が休会となり、僅か４ヶ月皆様にお会いしなかった

梅津会員〜１年半の短い期間ではありましたが、ロータリークラブ活動では親睦委員会、ロータアクト
梅津会員〜１年半の短い期間ではありましたが、ロータリークラブ活動では親睦委員会、ロータアクト
梅津会員〜１年半の短い期間ではありましたが、ロータリークラブ活動では親睦委員会、ロータア

だけにも拘わらず、気持ち的にはもう２〜３年も会ってないような、まさしく金子由香里の再会を
けにも拘わらず、気持ち的にはもう２〜３年も会ってないような、まさしく金子由香里の再会を
だけにも拘わらず、気持ち的にはもう２〜３年も会ってないような、まさしく金子由香里の再会を

委員会に所属し、楽しく貴重な経験をさせて頂きました。皆さん大変お世話になりました。
委員会に所属し、楽しく貴重な経験をさせて頂きました。皆さん大変お世話になりました。
委員会に所属し、楽しく貴重な経験をさせて頂きました。皆さん大変お世話になりま

思い出した訳でございます。
い出した訳でございます。
思い出した訳でございます。

ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。

この度の世界中のコロナ蔓延によりあらゆる企業の経営が窮地に追い込まれ、また個人の生活も自粛、
この度の世界中のコロナ蔓延によりあらゆる企業の経営が窮地に追い込まれ、また個人の生活も自粛、
この度の世界中のコロナ蔓延によりあらゆる企業の経営が窮地に追い込まれ、また個人の生活も自粛、

小池会員〜１ヶ月半振りに休業を終え、仕事を出来るようになりました。これからも頑張ります。
小池会員〜１ヶ月半振りに休業を終え、仕事を出来るようになりました。これからも頑張ります。
小池会員〜１ヶ月半振りに休業を終え、仕事を出来るようになりました。これからも頑張ります

新しい生活スタイルに変わり、世の中が一変してしまった訳でございます。本日例会を再開しましたが、
しい生活スタイルに変わり、世の中が一変してしまった訳でございます。本日例会を再開しましたが、
新しい生活スタイルに変わり、世の中が一変してしまった訳でございます。本日例会を再開しましたが、

伊谷会員〜例会の再開ありがとうございます。４月24日、思いがけないスタートとなりましたが、帯
伊谷会員〜例会の再開ありがとうございます。４月24日、思いがけないスタートとなりましたが、帯
伊谷会員〜例会の再開ありがとうございます。４月24日、思いがけないスタートとなりましたが

高橋プログラム委員長に計画して頂きました２月〜５月迄のプログラム内容が全て白紙となり、急遽の
橋プログラム委員長に計画して頂きました２月〜５月迄のプログラム内容が全て白紙となり、急遽の
高橋プログラム委員長に計画して頂きました２月〜５月迄のプログラム内容が全て白紙となり、急遽の

広大通南23条にドライブスルーモスをオープンさせて頂きました。近くにお越しの際は是
広大通南23条にドライブスルーモスをオープンさせて頂きました。近くにお越しの際は是
広大通南23条にドライブスルーモスをオープンさせて頂きました。近くにお越しの際

開催で卓話の用意も出来ず本日は会長卓話となりました。
催で卓話の用意も出来ず本日は会長卓話となりました。
開催で卓話の用意も出来ず本日は会長卓話となりました。

非お立ち寄り下さい。
非お立ち寄り下さい。
非お立ち寄り下さい。

この後、休会により皆様に諮れなかった報告事項が潮田幹事の方より沢山ございますし、また後ほど
この後、休会により皆様に諮れなかった報告事項が潮田幹事の方より沢山ございますし、また後ほど
この後、休会により皆様に諮れなかった報告事項が潮田幹事の方より沢山ございますし、また後ほど

鴨下会員・坂井会員〜今年もボーイスカウト第２団に対し助成金を頂きました。健全な青少年育成の
鴨下会員・坂井会員〜今年もボーイスカウト第２団に対し助成金を頂きました。健全な青少年育成の
鴨下会員・坂井会員〜今年もボーイスカウト第２団に対し助成金を頂きました。健全な青少年育
為に使わせて頂きます。ありがとうございました。
為に使わせて頂きます。ありがとうございました。
為に使わせて頂きます。ありがとうございました。

卓話がありますので挨拶はこの辺に致します。
話がありますので挨拶はこの辺に致します。
卓話がありますので挨拶はこの辺に致します。

田尾会員〜３月の話ですが、次女も無事に進学出来ました。
田尾会員〜３月の話ですが、次女も無事に進学出来ました。
田尾会員〜３月の話ですが、次女も無事に進学出来ました。

どうか久々の例会を楽しんで下さい。
どうか久々の例会を楽しんで下さい。
どうか久々の例会を楽しんで下さい。

船橋会員・岡村会員・金田会員・高橋会員・北本会員
船橋会員・岡村会員・金田会員・高橋会員・北本会員
船橋会員・岡村会員・金田会員・高橋会員・北本会員
誕生記念：３月
誕生記念：３月
幹事報告
潮田幹事
潮田幹事

潮田幹事

太布会員・辻会員・福地会員・山崎会員・藤田会員・佐藤会員・平木会員・石川会員
・
太布会員・辻会員・福地会員・山崎会員・藤田会員・佐藤会員・平木会員・石川会員
太布会員・辻会員・福地会員・山崎会員・藤田会員・佐藤会員・平木会員・石川
・
結婚記念：３月
結婚記念：３月

皆様、大変ご無沙汰しております。この度出家致しました潮田でございます。
皆様、大変ご無沙汰しております。この度出家致しました潮田でございます。
皆様、大変ご無沙汰しております。この度出家致しました潮田でございます。

川嶋会員
川嶋会員

川嶋会員

沢山溜まっておりますのでお知らせ致します。
山溜まっておりますのでお知らせ致します。
沢山溜まっておりますのでお知らせ致します。

１．新入会員のお知らせです。休会中の間に転勤で入れ替わりが起こっております。
．新入会員のお知らせです。休会中の間に転勤で入れ替わりが起こっております。
１．新入会員のお知らせです。休会中の間に転勤で入れ替わりが起こっております。

誕生記念：４月
誕生記念：４月
田巻会員・森本会員・我妻会員・柏尾会員・石川
（孝）
会員・中川会員・戸田会員
田巻会員・森本会員・我妻会員・柏尾会員・石川
田巻会員・森本会員・我妻会員・柏尾会員・石川
（孝）
会員・中川会員・戸田会員
（孝）
会員・中川会員・戸田会員

電気保安協会の梅津さんが転勤になり、後任で石川さんとなります。スポンサーは北電の石川会員。
電気保安協会の梅津さんが転勤になり、後任で石川さんとなります。スポンサーは北電の石川会員。
電気保安協会の梅津さんが転勤になり、後任で石川さんとなります。スポンサーは北電の石川会員。

結婚記念：４月
結婚記念：４月
森本会員・小池会員・秋山会員・西永会員・戸田会員
森本会員・小池会員・秋山会員・西永会員・戸田会員
森本会員・小池会員・秋山会員・西永会員・戸田会員

そして明治安田生命保険総合会社の横地会員も後任の池田さん、こちらのスポンサーは石輪会員。
そして明治安田生命保険総合会社の横地会員も後任の池田さん、こちらのスポンサーは石輪会員。
そして明治安田生命保険総合会社の横地会員も後任の池田さん、こちらのスポンサーは石輪会員。

入会記念：４月
入会記念：４月
鴨下会員・岸本会員・主藤会員・平木会員・小原会員・松島会員・北本会員・中川会員
・
鴨下会員・岸本会員・主藤会員・平木会員・小原会員・松島会員・北本会員・中川会員
鴨下会員・岸本会員・主藤会員・平木会員・小原会員・松島会員・北本会員・中川
・
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石川
（敬）会員
石川
（敬）
会員
石川
（敬）会員

また北見商工会議所の小原会員の後任で渡辺さん、スポンサーは戸田会員と金田会員となって
また北見商工会議所の小原会員の後任で渡辺さん、スポンサーは戸田会員と金田会員となって
また北見商工会議所の小原会員の後任で渡辺さん、スポンサーは戸田会員と金田会員となって

おります。こちらに異議申し立てのある方は、６月17日迄にお申し出頂けるようにお願いします。
おります。こちらに異議申し立てのある方は、６月17日迄にお申し出頂けるようにお願いします。
おります。こちらに異議申し立てのある方は、６月17日迄にお申し出頂けるようにお願いします。

尚、本日発表までには至りませんが、それ以外にも７月の２週目から最低９名の方がご入会頂く
尚、本日発表までには至りませんが、それ以外にも７月の２週目から最低９名の方がご入会頂く
尚、本日発表までには至りませんが、それ以外にも７月の２週目から最低９名の方がご入会頂く

誕生記念：５月
誕生記念：５月
五十嵐会員・中村会員・松島会員・向井会員
五十嵐会員・中村会員・松島会員・向井会員
五十嵐会員・中村会員・松島会員・向井会員
結婚記念：５月
結婚記念：５月
下元会員・向井会員
下元会員・向井会員
下元会員・向井会員

ということで、お待ちになって渋滞が起きていますので、入会式の時にはお顔と名前が早く
ということで、お待ちになって渋滞が起きていますので、入会式の時にはお顔と名前が早く
ということで、お待ちになって渋滞が起きていますので、入会式の時にはお顔と名前が早く

入会記念：５月
入会記念：５月
山崎会員・石輪会員・秋山会員
山崎会員・石輪会員・秋山会員
山崎会員・石輪会員・秋山会員

一致出来るように私も頑張りますので、是非皆さんもお名前早く覚えて下さい。
一致出来るように私も頑張りますので、是非皆さんもお名前早く覚えて下さい。
一致出来るように私も頑張りますので、是非皆さんもお名前早く覚えて下さい。
「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！

地区ガバナー

吉

田

潤

司

言う事ですが、36％の人に近い67歳でこの世を去ったのでありますが、このように頭の良い方は、

プログラム「
プログラム

会「長会卓長話卓」話 」

経営学だけではとどまらず、医学にも関心がありこれもシェルドン独自の理論で、人生100年説も
語っていたのであります。全ての動物は成熟年齢の「５倍の寿命」を持っているという説であります。
犬や猫が成熟するのは３歳、従ってその寿命は15歳、馬は５歳で成熟するので25歳、人間は20歳で

髙橋プログラム委員長
髙橋プログラム委員長
皆様こんにちは。数えて見ると16週振りの例会でございます。久し振りに出て来たら、
皆様こんにちは。数えて見ると16週振りの例会でございます。久し振りに出て来たら、

成熟するので100歳まで生きられるという訳であります。1868年生まれ（現在生きていたら152歳）の
シェルドンは既にこの時代に今、現在の寿命が100歳まで生きる時代を見据えていたと言う事になります。

よくよく考えてみたら、今日が私の最後の仕事みたいなんです。次週は年次報告と
よくよく考えてみたら、今日が私の最後の仕事みたいなんです。次週は年次報告と

のちに、経営の神様と言われたピーター・ドラッガーは最初の論文を出したのが1933年です。シェルドン

最後は最終夜間例会なので、この場で話をさせて頂けるのは今日が最後でした。
最後は最終夜間例会なので、この場で話をさせて頂けるのは今日が最後でした。

の経営学によるシェルドンスクールは1902年ですのでドラッガーより31年前に修正資本主義を提唱していた

１年間この場を借りましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
１年間この場を借りましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

ことになります。このシェルドンこそが、ロータリーの奉仕の理想を提唱した人であり、今なお我々もその

本日は、久し振りということで、会長に無理を言って会長卓話ということにさせて頂きました。
本日は、久し振りということで、会長に無理を言って会長卓話ということにさせて頂きました。
長屋会長も16回分の会長挨拶が無かった分、一杯お話をして頂けるのかなという風に思います。
長屋会長も16回分の会長挨拶が無かった分、一杯お話をして頂けるのかなという風に思います。
私も楽しみにしておりますので宜しくお願い致します。
私も楽しみにしておりますので宜しくお願い致します。

ロータリー精神を受け継いでいる訳であります。シェルドンは1930年にロータリーを退会しました。退会理由
は諸説いろいろと囁かれてはおりますが未だに謎であります。
ロータリーの歴史を顧みますと、昔は高額な年間会費を払ってもロータリークラブと言う団体に
権威があり、ロータリアン自身が誇りを持っていた時代から、徐々に時代が変わり、１業種１社から、

長屋会長
長屋会長

１業種５社までに変わり、今ではアルバイト・パートの方でも入会可能になり、職に付いてない方でも

本日は、会長卓話と言う事でございますが、２月26日
本日は、会長卓話と言う事でございますが、２月26日
「ロータリー創立記念夜間例会」
が
「ロータリー創立記念夜間例会」
が

入会出来、さらには、出席率を特に重んじていた時代から、コロナの影響が有るにせよ、４月のＲＩの

急遽コロナ感染の影響で中止を余儀なくされました。その際、親睦委員会が計画して
急遽コロナ感染の影響で中止を余儀なくされました。その際、親睦委員会が計画して

理事会決定では如何なる例会・会合・行事も必須としないような団体になり、今後のロータリーはどこに

おりました、カラオケ大会を実は私は楽しみにしておりました。山崎会員の２連覇なるか、
おりました、カラオケ大会を実は私は楽しみにしておりました。山崎会員の２連覇なるか、

存在意義があるのか私自身悩むところであります。これ以上規定を緩めることはロータリークラブの

前評判の高い永田会員の歌唱力も楽しみにしていた訳でございました。そしてまた、その翌日の
前評判の高い永田会員の歌唱力も楽しみにしていた訳でございました。そしてまた、その翌日の

存続すら危ぶまれる事態であると危惧しております。

２月27日には新入会員のオリエテーションを予定していた訳でございますが、中村委員長より、
２月27日には新入会員のオリエテーションを予定していた訳でございますが、中村委員長より、
「長屋会長、
「長屋会長、
新入会員に向けてのオリエテーションの時に会長よりロータリーの事を少しお話して頂けますか？」
新入会員に向けてのオリエテーションの時に会長よりロータリーの事を少しお話して頂けますか？」

北見ロータリークラブは次年度岡村会長年度になりますが、独自のお考えを貫いて揺るぎなく邁進して
欲しいと願っております。

とのお話を頂き、私なりに少しお話をする準備をしていた所でございますが、中止になりその話は
とのお話を頂き、私なりに少しお話をする準備をしていた所でございますが、中止になりその話は
お蔵入りしたと自分では思っておりましたが、本日の卓話で何を話ししようかと思った時、商売
（印刷業）
の
お蔵入りしたと自分では思っておりましたが、本日の卓話で何を話ししようかと思った時、商売
（印刷業）
の
話をしてもしょうがないし、皆さん貴重な時間を割いて例会に出席されている訳ですから私個人の話を
話をしてもしょうがないし、皆さん貴重な時間を割いて例会に出席されている訳ですから私個人の話を

６月９日12時より行われたクラブ協議会・現新理事会の様子

しても申し訳ないですし、そこで考えたのが、オリエテーションで話そうと思っておりました話、
しても申し訳ないですし、そこで考えたのが、オリエテーションで話そうと思っておりました話、
一度はお蔵入りした話ではございますが、その話を本日はさせて頂きたいと思います。
一度はお蔵入りした話ではございますが、その話を本日はさせて頂きたいと思います。
皆様、ロータリーの創始者はご承知の通りポール・ハリスでございます。1905年にシカゴのホテル
皆様、ロータリーの創始者はご承知の通りポール・ハリスでございます。1905年にシカゴのホテル
711号室に４人で集まって話したのが最初でありますが、意外にもその創立メンバーより、ロータリーに
711号室に４人で集まって話したのが最初でありますが、意外にもその創立メンバーより、ロータリーに
クラブ協議会風景

影響があったのは発足３年後の1908年に入会した、チェスリー・ペリー、アーサー・シェルドンの２人で
影響があったのは発足３年後の1908年に入会した、チェスリー・ペリー、アーサー・シェルドンの２人で

現新理事会風景
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ポール・ハリスは創立者であっても実際のロータリー活動にはあまり影響を及ぼしてなく、ほとんど
ポール・ハリスは創立者であっても実際のロータリー活動にはあまり影響を及ぼしてなく、ほとんど
シェルドンの考えに任せていた感じでございます。何故そこまでポール・ハリスは、シェルドンに
シェルドンの考えに任せていた感じでございます。何故そこまでポール・ハリスは、シェルドンに
信頼をおいていたのかと言いますと、シェルドンはロータリーが出来る３年前の1902年にシェルドン・
信頼をおいていたのかと言いますと、シェルドンはロータリーが出来る３年前の1902年にシェルドン・
スクールと言う経営塾を開いておりまして、それはシェルドンが書籍を販売していた時代常にトップの
スクールと言う経営塾を開いておりまして、それはシェルドンが書籍を販売していた時代常にトップの
成績を上げていたノウハウを若手経営者育成に役立てようとして経営塾を創設したのでありますが、
成績を上げていたノウハウを若手経営者育成に役立てようとして経営塾を創設したのでありますが、
その塾の隆盛ぶりにハリスは敬服していたのではないかと思うのです。ちなみに、1921年、ロータリー会員
その塾の隆盛ぶりにハリスは敬服していたのではないかと思うのです。ちなみに、1921年、ロータリー会員
８万人に対して、シェルドンスクールの卒業生26万人という数字からも、その後の経済大国アメリカ産業界を
８万人に対して、シェルドンスクールの卒業生26万人という数字からも、その後の経済大国アメリカ産業界を
支える人材をどんどん輩出し、大変な影響力を発揮していたと推察されます。そんなシェルドンと
支える人材をどんどん輩出し、大変な影響力を発揮していたと推察されます。そんなシェルドンと
ハリスは同じ歳（1868年生まれ）であり「目先の欲にとらわれず、物をただ単に売るのではなく、如何に
ハリスは同じ歳（1868年生まれ）であり「目先の欲にとらわれず、物をただ単に売るのではなく、如何に
お客様
（相手に）
喜んでもらえることをするかであって、相手が喜んで頂いて自分も喜びに感じその先に利を
お客様
（相手に）
喜んでもらえることをするかであって、相手が喜んで頂いて自分も喜びに感じその先に利を
得る」と言ったシェルドンの考え方にハリスは共感しロータリーをある意味任せていた感じであります。
得る」と言ったシェルドンの考え方にハリスは共感しロータリーをある意味任せていた感じであります。
シェルドンは小学校・中学校・高校も首席で卒業、ミシガン州立大学も首席で卒業されたのですが
シェルドンは小学校・中学校・高校も首席で卒業、ミシガン州立大学も首席で卒業されたのですが
その卓越した頭脳と経営学で培った理論で、人生をゲームに例え、54・36・５・４・１と言う数字を
その卓越した頭脳と経営学で培った理論で、人生をゲームに例え、54・36・５・４・１と言う数字を
用いて、人の運命を予想したのであります。今健康な25歳の成人が40年後の65歳になったとき、54％の人は
用いて、人の運命を予想したのであります。今健康な25歳の成人が40年後の65歳になったとき、54％の人は
「貧乏暮らし」、36％の人は「既に死亡している」、５％の人は「何とか生活をしている」、４％の人は
「貧乏暮らし」、36％の人は「既に死亡している」、５％の人は「何とか生活をしている」、４％の人は
「裕福」、１％の人は「大金持ち」と分析をしているのです。ちなみに、シェルドンはどうであったかと
「裕福」、１％の人は「大金持ち」と分析をしているのです。ちなみに、シェルドンはどうであったかと

出席報告 小池出席委員長
皆様お久し振りでございます。大変、大変ご無沙汰ということで、私事ではありますが、
６月１日より接待含む飲食業全てが営業再開となりました。０リスクということには
なりませんが、新型コロナウィルス感染リスクを軽減して店舗運営をしておりますので、
ご贔屓にされているお店があるのであれば、お気軽にお立ち寄り頂ければという
お願いを始めにさせて頂きますので、皆様宜しくお願い致します。
では出席報告ということで、２月26日から本日６月10日まで全て100％ということになりますので
宜しくお願い致します。
出席報告 例会日
計 算 式
本日
６／10

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
C
D
E
F
C＋E＋F
A
B
54
−
−
−
54
54
6

「

【次回６月24日】
編集後記

最

終

久し振りの例会はいかがでしたか？

2019〜2020年度

夜
（Ｎ.Ｋ）

北見Ｒ.Ｃ.活動方針

ロータリーに誇りを持ち行動する
2019〜2020年度

北見ＲＣ

●会長／長屋

憲明

間

例

会

出席率
C＋E＋F/(A−B)
＋D×100

100％

」

ロータリーの創始者
1905年２月23日、
米国イリノイ州シカゴにおいて、
青年弁護士、
ポール・ハリスがロータリーを創始しました。
その日ポール・ハ
リスは、
シルベスター・シール、
ガスターバス・ローア、
ハイラム・
ショーレーと、
ノースディアンボン街127のユニティ・ビルディ
ング内711号室のローアの事務所で会合を開きました。

●幹事／潮田

豊

●週報編集／柏尾

典秀

