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ソング：奉仕の理想

会員（１月２３日）

例会報告

1 月 10 日(木) 晴れ
●ソング／君が代・クラブ会歌
●司会／海野 均副会長
●ゲスト／なし
●ビジター／なし
●1 月 10 日出席率／会員 34 名中欠席 10 名、規定除外者
4 名 66.6%
●12 月 13 日確定出席率／会員 34 名中欠席 5 名、規定除
外者 3 名 83.8%
●会長報告／米山記念奨学
会より小川 眞治会員に、米
山功労者 第 6 回マルチプ
ルの感謝状が届きましたの
でお渡しします。／1/10(木)
〜15（火）まで、国際奉仕事
業でミャンマーの図書館へ
の図書寄贈検証ツアーに久保会員と中嶋会員と穴倉会員
が参加しています。
●幹事報告／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。／2/2(土)・3(日)に開催
される第 37 回スポーツ大会のご案内を先日 FAX にて送
りました。出欠の回答は、1/16(水)までに事務局へお願
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。
／11/21 に札幌幌南 RC をスポンサーに、札幌幌南ライラ
ックロータリー衛星クラブを母体として、札幌ライラッ
クロータリークラブが正式なクラブとして加盟認証され
ました。つきましては、2/1(金)18：30 よりプレミアホ
テル TSUBAKI 札幌にて認証状伝達式が行われます。／本
日、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。／ロータリーの友 1
月号が届きました。入り口に置いてありますので、お持
ち帰りください。／今月のロータリーレートは、112 円
です。
（前月 112 円）

●委員会報告／
地区青少年交換委員会 望月 陽介会員／青少年交換
学生のジュリア・シッパーズさんの留学期間が終了し、
1/4(金)にオーストラリアへ無事帰国されました。
ジュリ
アさんのお父様より、札幌西北 RC の皆様には大変感謝
していますとのお言葉をいただきました。
●主要プログラム
『年男 年始のご挨拶』
前島 治基 会員
（昭和46年生まれ猪年）
今から 12 年前、前回の猪年
は二つの大きな出来事があり
ました。一つ目は、8 月に二女
が誕生したこと。二つ目は、その前月（7 月）に税理士事
務所を開業したことです。この 12 年間を一言で表現す
ると「頑張り過ぎた」に尽きます。猪突猛進に頑張り過
ぎたおかげで今の自分がありますので、全く後悔はして
おりませんが、今後の 12 年間も同じように頑張ってし
まうと、次回は 60 歳なのでさすがに心身が持ちません。
また頑張りすぎることによって精神状態がギスギスして
しまい、職場環境にマイナス影響を及ぼしますので、今
後はできるだけゆとりを持って過ごしたいと思います。
仕事に関しては、常に社会への貢献を意識しております
（こういうことを言ってしまうから頑張り過ぎてしまう
のですが）
。昨今は人手不足が深刻で、どの企業も新規採
用に注力しておりますが、それ以上に大事なのは「辞め
させないこと」だと思います。つまり従業員満足度を高
めることです。顧客を満足させるためには、まず従業員
が満足しなければなりません。そのために何ができるか
を常に考えている今日この頃です。
海野 均 会員
（昭和 34 年生まれ猪年）
今年は 1 月 23 日で 60 歳、還
暦となり本当に年をとったもの
だとつくづく思います。新しい
元号が 4 月 1 日発表、5 月の初
めには新元号になりまずが、も

っと早く新元号を教えても良いのではと思います。なに
をもったいぶっているのでしょうか？又、7 月からは札
幌西北ロータリークラブの会長という事と会社の方も今
年 12 月に新しい事務所への移転が決まり、これまた忙
しい年だなと思っております。今年の目標を自分なりに
立てまして、それを皆さんの前で発表します。この発表
をすることにより自分にプレッシャーをかけようと考え
ています。①健康としてですが、体重が昨年からどんど
ん増え、大変な事になってきていますので、12 月の反省
までには 5Kg〜10Kg まで痩せたいと思います。1 月 6 日
からダイエットしており、炭水化物を極力食べないよう
にしております。②それに伴い、冬場週に 3 回体育館に
行き、１時間程度歩くか走る。１日１万歩を歩くなどし
ようと思います。③お酒も週に 2 回程度にする。④5 年
程前、山本さんが会長の時の 1 月に脳梗塞になり、2 週
間入院しまして、その後遺症は今でも右半身に痺れが残
っており、直っていません。入院しているときに友達か
ら朝日新聞の下の方にある「天声人語」の書き写しをノ
ートで書いたりしてみると病気等が良くなることがある
かもしれないからと言われ、書いていました。その後、
書いたり書かなかったりとバラバラでしたが、
昨年 11 月
位から再度始めまして、書きだすとなんとなく頭の回転

西
海野

も良くなり、今は時間があれば書いています。漢字の勉
強にもなりますし、熟語の意味などを調べながら書くと
非常に勉強になりますので皆さんも是非一度書いてみて
ください。書くだけで約 30 分位、調べたりする時間など
を入れると 1 時間ぐらい掛かりますが、字を書くことの
大切さが解りますし脳の回転にも非常に良いと思います
よ。1 月 5 日の「天声人語」に出ていましたが、猪鍋の
話が出ており、
『ぼたん鍋』とも呼び兵庫県では市街地に
も出て来て大変だとの事ですが、北海道には猪は今いな
くなったようです。私は猪鍋を食べたことがないので、
是非今回の年男 5 人で猪鍋を囲む会でもやりたいと考え
ておりますが、今誰もおらず今度中嶋さんに話をしてみ
たいと思います。猪鍋を食べる事が決まりましたら、是
非皆さんにもお声を掛けたいと思いますので宜しくお願
いします。⑤今、旅行に行きましたら御朱印を各神社で
書いてもらい集めております。北海道神宮から始まり、
3 冊目に入りました。⑥他に趣味を 1 つ探す。この 6 つ
を今年 12 月どこまでできたのかを報告したいと思いま
す。是非楽しみしてください。体重は多分見てすぐわか
ると思いますが。以上で年男抱負目標を終わらせて頂き
ます。
大変くだらないことですが、
有難うございました。

智樹会員：あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
均会員：新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

西岡憲廣会員：年末はラグビー応援、元旦は伊勢参り、その後、孫に会ってきました。本年もよろしくお願い
致します。
小川眞治会員：穏やかな年始でした。本年もよろしくお願い致します。
多米

豊会員：創業記念祝。

三上直彦会員：新年おめでとう御座います。今年もよろしくお願い致します。亥年の皆様には、実り多い年で
ありますことを祈念して。
渡邊葉子会員：あけましておめでとうございます。皆様に幸多き 1 年であります様に。
新谷喜信会員、松下徳良会員、安藤壽建会員、得能宗洋会員、出口元治会員、安田浩司会員、遠島芳然会員、
望月陽介会員、池﨑潤会員、菊田等会員：明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

18 日
18 日
19 日
21 日
21 日
22 日
22 日

市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 年男・年女の弁
(金) ﾗｲﾗｯｸ衛星 定例会
(土) 札幌手稲 法定休日週の為、休会
(月) 札幌南
介護について
丘珠駐屯地司令 卓話
(月) 札幌北
こど
もホスピ スプ ロ ジェ クトについて
(火) 札幌西
(火) はまなす 年男・年女の弁

次回プログラム

1/24（木)

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
（札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

(三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
(札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

18：30〜

22 日
22 日
23 日
23 日
23 日
23 日
24 日

(火) 札幌清田
(火) 大通公園
(水) モーニング
(水) 札幌
(水) 真駒内
(水) 新札幌
(木) 札幌東

夜間例会
定例休会
夜間移動例会
職業奉仕月間に因んで (ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)

年男今年の抱負
夜間例会

(ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)

働き方改革は生き方改革

(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

新年家族会
会場：京王プラザホテル

22 階「ペガサス」

ソング：奉仕の理想・手に手つないで
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
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