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札幌西北ロータリークラブ
会長 海野 均

創立 1977 年 4 月 21 日

幹事 池﨑 潤

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2019～2020 年度 マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長 ロータリーは世界をつなぐ
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今日の

2020 年 1 月 23 日（木）

誕

生

会場：京王プラザホテル

プログラム

日

ソング：奉仕の理想・手に手つないで

海野

均

会員（１月２３日）

望月

陽介

会員（１月２８日）

家 族感謝の日

小川 眞治

会員（１月２８日）

創業記念日

な し

入会記念日

小西 政秀

第２０３１回

地下 1 階「プラザホール」

会員（平成２４年１月２６日）

例会報告
1 月 9 日(木) 雪

●ニコニコ BOX／

●ソング／君が代・クラブ会歌

目標額 1,100,000 円 達成額 471,000 円 達成率 42.8％

●司会／海野 均会長

●主要プログラム

●ゲスト／米山奨学生 チャン・ホアン・アンさん

『年男 年始のご挨拶』

●ビジター／札幌 1 名

三上 直彦 会員

●1 月 9 日出席率／会員 32 名中欠席 6 名、規定除外者 3

（昭和11年生まれ子年）
新年あけましておめでと

名 79.3%
●12 月 12 日確定出席率／会員 32 名中欠席 3 名、規定除

うございます。会員皆様に
は、ご家族お揃いでお健やか

者 3 名 89.6%
●会長報告／チャン・ホアン・アンさんに今月の奨学金

に新年を迎えられた事と、心

10 万円をお渡しします。

からお慶び申し上げます。

●幹事報告／2/7(金)に、札幌幌南ライラックロータリ

さて、今年の干支は子年です。私はこのまま行くと3月

ークラブ 1 周年記念例会が札幌第一ホテルにて 18：30 よ

24日には84歳になります。私が西北ロータリークラブに

り開催されます。／本日、例会終了後に定例理事会を開

入会したのは1987年(昭和62年)、会員数は60数名、その

催します。／3/26(木)開催の職場訪問移動例会のご案内

中でも子年の会員が多く、8名いたと記憶しております。

をお送りしています。出欠のご回答は 1/25(土)までに事

ところが今年の子年の年男は山本耕史会員と私だけと、

務局までお知らせください。／次週の例会は法定休日週

何とも言えない今日の心境です。

のためお休みです。次回の例会は 1/23(木)18：30 より京

本来なら、今年の抱負は大法螺を吹き、元気なところ

王プラザホテル札幌にて新年家族例会を行います。／今

を披露したいところですが、昨年の亥年は何故か相性が

月のロータリーレートは、110 円です。
（前月 108 円）

悪く、
不本意ながら病院通いに明け暮れました。
従って、

●委員会報告／なし

海野会長、池﨑幹事、新谷SAA委員長、そして会員の皆様

●米山記念寄付／

にもご心配をおかけしました。

目標額 528,000 円 達成額 79,300 円

達成率 15.0％

●ロータリー財団寄付／
目標額 534,600 円 達成額 151,200 円 達成率 28.2％

今年は令和年代、初めての子年でもあり一念発起勇ま
しくスタートしたいところですが、無理をせず健康第一

に一つ一つ出来ることから行動を起こし、同時にロータ

山本 耕司 会員

リーライフを楽しみたいと思います。

（昭和 35 年生まれ子年）

ここで、西北ロータリークラブに入会後、年男(子年)

世界保健機関（WHO）憲章前文

の年譜に触れたいと思います。前にも触れましたが、入

「健康とは、病気ではないと

会したのは1987年(昭和62年)8月27日、多米豊会長年度、

か、弱ってないということで

会員数60数名、私の年齢51歳。そして、1回目の年男は9

はなく、肉体的にも、精神的

年後、1996年(平成8年)新井田孝市会長年度、会員数80数

にも、そして社会的にも、す

名、年男6名、還暦を迎え60歳の丙子。2回目の年男は、

べてが満たされた状態であることを言います。

2008年(平成20年)谷口二郎会長年度、会員数48名、年男

人種、宗教、政治信条や経済的条件によって差別される

4名、年齢72歳戊子。3回目の年男は、2020年(令和2年)海

事なく、最高水準の健康に恵まれる事は、あらゆる人々

野均会長年度、会員数32名、年男2名、年齢84歳、庚子。

にとっての基本的人権のひとつです。」と健康について

以上、私の係わる年男の変革の中でも不変の課題は、

定義されています。私の30代・40代は連日連夜の暴飲暴

会員の減少が顕著であることです。この対策について現

食を繰り返し、優等生的な不健康な生活を楽しんでいま

在も、
海野会長を中心とした会員増強委員会を立ち上げ、

した。60歳還暦となる今年は心身ともに健康優良児とし

日々活動をしております。近い将来まいた種は必ず実を

て表彰されるように精進していきたいと思います。

結び効果が上がることを確信しております。

日日是好日。

終わりになりますが、会員皆様のご健勝と、西北ロー
タリークラブの益々の発展を祈り年男の挨拶と致します。

海野 均会員：新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。カゼを引いてしまいました。
池﨑 潤会員：新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
三上直彦会員：海野年度も折り返しに入りました。理事・役員・委員長の皆様、よろしくお願いします。
子年の年男です。拙い話にちょっとお耳を拝借します。
多米 豊会員：あけましておめでとうございます。平和な年でありますように。
小川眞治会員：令和年初例会を祝して。望月会員のご尊父様のご冥福をお祈りいたします。
望月陽介会員：最近は例会に出席できないことも多くなってしまいましたが、本年もよろしくお願いします。
出口元治会員：本人の誕生日祝。（1/5）
新谷喜信会員、得能宗洋会員、西 智樹会員、中嶋成実会員、渡邊葉子会員、遠島芳然会員、穴倉廸彌会員、
山岸曉雄会員、池上喜重子会員、小林秀樹会員、安藤壽建会員、西岡憲廣会員、山本耕司会員、松下徳良会員
：新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

24 日
24 日
25 日
27 日
27 日
28 日
28 日

市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 年男・年女の弁② (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) ライラック 定例休会
(土) 札幌手稲 中学校スポーツ大会
(月) 札幌南
新春家族会
(月) 札幌北
第3回クラブ協議会
(火) 札幌西
夜間移動例会
(火) はまなす 新年会

次回プログラム

1/30（木)

28 日
28 日
29 日
29 日
29 日
29 日
30 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

クラブフォーラム
定例休会

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)

新会員歓迎新春親睦家族会

通常例会

(札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)

30日へ繰下夜間例会

クラブフォーラム
通常例会

(ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

職業奉仕について
職業奉仕委員長

前島

治基

会員

ソング：四つのテスト
例会場：札幌三越４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

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

会報委員／○吉田聡子

TEL:011-200-2066

FAX011-200-2067 E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp
HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com

