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例会報告

12 月 20 日(木) 晴れ
●ソング／四つのテスト
●司会／吉田聡子会長
●ゲスト／青少年交換学生 ジュリア・シッパーズさん
●ビジター／なし
●12 月 20 日出席率／会員 34 名中欠席 11 名、規定除外
者 1 名 66.6%
●12 月 6 日確定出席率／会員 34 名中欠席 5 名、規定除
外者 3 名 89.6%
●会長報告／なし
●幹事報告／12/27(木)に開催されるジュリアさんの送
別会のご案内を先日 FAX にて送りました。参加をご希望
の方は 12/19(水)までに事務局へご連絡お願いします。
／1/24(木)の新年家族会の案内文をご自宅に郵送してい
ます。ご家族、ご友人をお誘い合わせの上、ご回答、ご
出席お願いします。／3/23(土)に開催される合同インタ
ーシティ・ミーティングの案内とチラシをブレスト BOX
に配布しています。今回は参加者全員参加の大ディスカ
ッションを計画しているとの事です。ご登録、ご参加お
願いします。／12/27(木)は理事会裁量により休会です。
次回の例会は 1/10(木)です。乾杯も用意いたしますので
皆様のご参加お待ちしています。また、例会終了後に定
例理事会を開催します。理事・役員の皆様は、ご出席お
願い致します。
●委員会報告／
クラブ奉仕委員会 SAA 担当 三上 直彦会員／H31 年
1 月より座席表が変更になりますのでご確認ください。
国際奉仕委員長 久保 隆会員／国際奉仕より、日本・
フィンランド修好100 周年(2019 年)記念行事について井
口さんから連絡がありましたので中間報告させていただ
きます。①札幌雪祭りの大通り 7 丁目「HBC フィンラン
ド広場」で「ヘルシンキ大聖堂」が制作されます。②ヘ
ルシンキ北西 RC 会員のラッセさんら 2 名がメンバーと
して参加している男声合唱団「ESMILA」の札幌公演が、
5 月 25 日（土）19：00 から札幌コンサートホール「キタ
ラ」大ホールで行われます。名義後援の依頼もあり、入
場券も含めて支援したいと思います。③5 年がかりで厳
しい輸出検査を受けてきた「蝦夷山桜」種子の認可が下
り、ヘルシンキで蒔種を行い 4 年後には苗木が育ち念願
の移植できるとの事です。バンダー川河川公園に移植す

る企画があり、その時には発寒公園の経験をもとにご協
力いただきたいとの事です。井口さんは記念行事の詳細
や当クラブへの依頼等で、1 月の例会に出席致します。
●主要プログラム
『年男 反省会』
松下 徳良 会員
（昭和33年生まれ戌年）
1 月の「戌年今年の抱負」は、
私が会長の権限を乱用して、馬
杉会員にお任せしましたので、
私は抱負を述べておりません。
よってその反省もなく、反省している次第です。
現在、札幌駅北口、北大正門南にホテルを建築中で、
ホテル名は京王プレリアホテル札幌といいます。当初京
王プラザで運営する予定が、急遽独立法人となり、社長
に就任しました。
客室数は 359 室、
宿泊特化型ホテルで、
レストランは朝食のみ、宴会場はなく、大浴場・湯上り
ラウンジを併設します。プレリアというブランドは、京
都に 1 号店を先月開業し、札幌が 2 号店です。開業は来
年 5 月下旬を予定しています。
9 月に新会社を設立し、10 月か
ら電鉄本社での研修を命じられ、
京都の開業にも立ち会いました。
2 ヵ月の研修中、他ホテルの試泊
で 10 泊、
本社やグループの会議に
出たり、グループ会社を訪問しま
した。RC は MU して回りましたが、
どこでも歓迎されました。
初の自炊でしたし、土日は暇ですので、色々出掛けま
した。東京では大國魂神社、高幡不動、東京競馬場、高
尾山、清澄庭園、味の素スタジアム。京都に移る途中で
岐阜の高山に 1 泊。京都入りしてからは東西本願寺、東
寺、二条城、嵐山、永観堂、南禅寺、豊国神社に行きま
したが、紅葉シーズン最盛期だった
ため、どこも大混雑でした。
馬杉 榮一 会員
（昭和 21 年生まれ戌年）
今年は 6 回目の年男の年でした。
過去７２年間はずいぶん早い、あっ
という間だったように感じていま

す。72 歳というと、週刊紙などでは終括の時期などと言
われ、身のまわりの始末をしなければならないのかも知
れませんが、あともう少しは仕事を続けたいので、毎日
事務所に出ています。これまでそれなりに色々なことを
して来ました。しかし誰でもそうだと思いますが、もう
少し何かやれるのではないか、何かやってみたいとの気
持ちが常にありました。その一つは、大学で学んだこと
が中途半端のままになっていますので、それを少しでも
再開してみたいというものでした。大学では経済、特に
経済史を学びました。知っている方も少なくなりました
が、在学中に東大紛争があり、その渦中にいたことや、
東大経済の大学院の入試が３年間もなかったため、学問
への道へは進めず、今さら就職するのもピンと来ないと
思い、司法試験を受け弁護士となり、開業地として全く
縁故のない札幌を選び、50 年近くとなりました。ロータ
リアン始め、皆様のおかげでどうにか過ごして参りまし
たが、第二の人生をと思っていた弁護士 40 年目のすぐ
あとに、過労で心臓に不整脈が出、それを原因として心
原性脳梗塞で倒れ（長島監督も同じ病気です）
、幸い社会
復帰ができましたが、第二の人生に踏み出す余力はなく

なってしまいました。
しかしこの病気は3分の1が死亡、
3 分の 1 が重度の後遺症になるとのことです。私は幸運
にも普通の生活ができておりますので、年男の年の反省
というよりは、遅い年齢とはなりましたが、大きいこと
は無理としても何かはやって行こうと決意した年でした。
これまでのロータリーの皆さんの御友情に心から感謝し、
来年もよろしくお願いし、スピーチといたします。
12/2 青少年交換学生ｼﾞｭﾘｱ･ｼｯﾊﾟｰｽﾞさん送別会

ｼﾞｭﾘｱは 1/5、
無事ｵｰｽﾄﾗﾘｱに
到着しました！

吉田聡子会員：2018 年の例会も最後ですね！有難うございました。松下さん馬杉先生の”反省”楽しみです！
西 智樹会員：松下様、馬杉様、本日の卓話宜しくお願いします。皆様今年 1 年お世話になりました。
松下徳良会員：1 年間お世話になりました。本日卓話させていただきます。
安藤壽建会員：今年も何とか例会に出席できありがとうございました。松下様・馬杉様のスピーチ楽しみです。
小川眞治会員：この 1 年災害の多い年でした。会員の皆さんには大過なく務められた事と存じます。ご苦労様
でした。
小林秀樹会員：今期のプログラムがすべて決まりました。皆様のご協力に感謝いたします。特に安田様！！
新谷喜信会員：吉田会長・西幹事上半期お疲れ様でした。下半期も頑張ってください。
馬杉榮一会員：1 年間お世話になりました。またスピーチさせていただきますので。
得能宗洋会員：松下さん、馬杉先生のお話楽しみです。
出口元治会員：満 89 歳。数えで卒寿になりました。本人の誕生日祝。
西岡憲廣会員：本年最後の例会で、皆さん 1 年間ご苦労様でした。
多米 豊会員：今年も無事に過ごせたことに感謝して。
冨岡公治会員：皆さん良いお年をお迎えください。
穴倉廸彌会員：今年最後の例会ありがとうございました。
久保 隆会員：今年は大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。
渡邊葉子会員：今年もお世話になりました。来年も良い年になりますように。
三上直彦会員：今年 1 年間大変お世話になりました。来年も同じように宜しくお願いします。
安田浩司会員、遠島芳然会員：1 年間大変お世話になり、ありがとうございます。
望月陽介会員：ジュリア！最後のクラブミーティング出席です。よく頑張りました。
ｼﾞｭﾘｱ･ｼｯﾊﾟｰｽﾞ：みなさん 1 ねんかんありがとうございました。さいしょははずかしかったけど、みなさんや
さしくしてくれてありがとう。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 会長・幹事年頭挨拶 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
（札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）
(金) ﾗｲﾗｯｸ衛星 定例休会
(土) 札幌手稲 年頭挨拶
(三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
法定休日の為、休会
(月) 札幌南
法定休日の為、休会
(月) 札幌北
法定休日週の為、休会
(火) 札幌西
(火) はまなす 法定休日週の為、休会

次回プログラム

1/17（木)
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(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会

年男の挨拶

(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)

法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会

年男の弁（２）

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

クラブ賛歌・会歌に親しむ会
吉田聡子会長・多米豊会員・穴倉廸彌会員
ソング：奉仕の理想

例会場：三越札幌店４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

会報委員／松下徳良、○望月陽介、遠島芳然、出口元治

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
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