
 

 

ホーム >> ニュース >> 2013-14年度国際ロータリーのテーマが発表されました 

 

 

 

11月≪ロータリー財団月間≫ 例会プログラム＝イニシエーションスピーチ 

                     於：ロワジールホテル旭川 15Ｆ シャルム 

(11月 6日 1011回例会の記録） 

開 会 宣 言 宮永 SAA 

 

ビジター紹介 宮永 SAA 
 

会 長 挨 拶 小柳会長 

皆様おはようございます。 

今朝の話題はやはりこの事ですね。 桑原さん、

黄綬褒章受賞、誠におめでとうございます。素晴

らしいですね。皆さんご存知のことと思いますが

今回、桑原さんが受章された褒章には対象となる

事績により、紅（こう）、緑（りょく）、黄（おう）、

紫（し）、藍（らん）、紺（こん）の６種類がある

のですね。 ネットで調べましたら、明治１４年

１２月の「褒章条例」公布により、紅綬褒章、 

緑綬褒章、藍綬褒章が制定されたのが始まりで、 

 

以降、大正７年に紺綬褒

章、昭和３０年に黄綬褒

章、紫綬褒章が制定さ

れ、現在に至っているそ

うです。 

今朝は桑原さんの受賞

を心よりお祝い申し上

げて、会長挨拶と致します。 

ありがとうございました。 

 

会 務 報 告 嵯城幹事 

１） 国際ロータリー第２５００地区ガバナー事務所より、２０１３～１４年度 

ロータリー文庫決算書並びにウエビナー開催のお知らせ 収受。 

２） 国際ロータリー第２５００地区奥 周盛ガバナー事務所より、ＲＩ会長 

ゲイリーＣ．Ｋホァンご夫妻をお迎えしての「ジャパン・ロータリーデーⅡin 

東京」の案内状 収受。 日 時 ２０１５年２月４日（水）１４時開会 

 場 所 ホテル グランパシフィック LE DAIBA、 登録料 一人 17,000 円 

３） 国際ロータリー第２５００地区奥 周盛ガバナー並びに地区大会実行委員よ 

り、地区大会終了の礼状 収受。 

４） 国際ロータリー第２５００地区奥 周盛ガバナー事務所より、ガバナー月信１１月号訂正並び 

 にお詫び 収受。 １９ページ 物故会員報告の分区・クラブ名に誤り、正しくは、「第７分区  

釧路ロータリークラブ」 中井 理文 様 

５） 国際ロータリー第２５００地区東堂 明ガバナーエレクトより、ガバナーエレクト事務所開設の

案内状 収受。 所在地：〒０７０－００３３旭川市３条通１１丁目 グリーンコーポ三条１Ｆ 

        TEL：０１６６－２９－５３１０：FAX ０１６６－２９－５３２０ 

        e-mail： info@rid2500.jp  執務時間：10：00~17：00 休日：土・日・祝日は休み 

６） 国際ロータリー第２５００地区 2014～15 年度並びに 2015～16 年度ガバナー事務所より、 

ロータリー財団補助金管理セミナーの案内状 収受。 

  日 時：１２月６日（土）１３時～１５時、場 所：旭川トーヨーホテル ２Ｆ 丹頂の間 

国際ロータリー第 2500 地区第 3 分区 2014-2015 

旭川モーニングロータリークラブ会報     

 第 1012 回例会 Vol.22 No.17 2014.11.13（木）点鐘 7：30 

Morning Rotary Club 

会長：小柳裕子 幹事：嵯城俊明 

 

 

 

 

 

 

只今から、第 1011回の例会を開催致します。 

小柳会長、点鐘をお願いします！ 

本日、ビジターのご来訪はございません。 

http://www.hwrc.jp/?sessid=&YENO=20&GRPCD=01&CATEGORYCD=&DATNO=
http://www.hwrc.jp/?sessid=&YENO=20&GRPCD=01&CATEGORYCD=05&DATNO=
http://www.hwrc.jp/?sessid=&YENO=20&GRPCD=01&CATEGORYCD=05&DATNO=3127
mailto:info@rid2500.jp


  登録料：お一人 ３，０００円（昼食を用意します） 

  出席義務者：現年度、次年度クラブ会長・幹事・ロータリー財団委員長もしくは担当者の中から 

最低１名以上 

７） 国際ロータリー第２５８０地区東京江東ロータリークラブより、全国規模でのクラブの現況・ 

活動・運営に関するアンケート集計結果 収受。 

８） 旭川市内６ロータリークラブより、会報１０月分 収受。 

９） 社会福祉法人旭川いのちの電話より、広報誌 №１２１ 並びに２０１３年度事業報告書 収受

１０）旭川・ブルーミントン・ノーマル姉妹都市委員会より、「姉妹都市の夕べ」の案内状 収受。 

   日 時：１１月２６日（水）午後６時、場 所：旭川グランドホテル、会 費：５，０００円 

１１）旭川市暴力追放運動推進協議会より、「平成２６年度暴力追放市民大会」の案内状 収受。 

   日 時：１１月２８日（金）１３時３０分～１５時３０分、場 所：旭川市民文化会館小ホール 

 

委員 会報 告 

石川 会員研修委員長 

桑原義彦会員、この度は黄綬褒章の受賞、本当におめでとうございます。 

このご功績を祈念して、祝賀会を計画したいと思います。 

日程と場所等は改めてご連絡しますので、多数のご出席をお願い致します。 

 

河﨑 ロータリー財団・米山委員長 

★旭川合同ロータリークラブ事務局運営委員会報告   

今年度第一回運営委員会が１０月２３日花月会

館にて開催されましたので、その報告を致します。 

本日、皆様の手元に当時の議事録の一部を抜粋し

てお配りしておりますので見て頂ければ理解で

きると思いますが、2013～14 年度の決算報告、

2014～15 年度の収支予算を提示承認されました。 

市内各 RC との確認事項も添付しておきましたが、

会員減も止まり、微増ではありますが会員が増え、

事務局運営が出来るようになっています。 

資料熟読の上ご理解と支援をお願いします。 

 

★小柳裕子会長：国際ロータリ財団よりベネファクター認証 

ロータリー財団・米山委員会 河﨑高麗男委員長より、 

ロータリー財団よりベネファクター認証状を伝達する。 

10,000＄の寄付有難う御座いました。 

 

誕生祝記念品贈呈 福居親睦委員長       

 

 

≪小柳裕子会長   3日≫  

≪河﨑高麗男会員 12日≫ 

≪竹村陽子会員  24日≫ 

≪高見一典会員  12日≫ 

   電話で遅くなり すみません 

 

臨 時 総 会 小柳会長 ≪次々年度役員選出について≫ 

それでは、過日ご案内を申し上げました臨時総会

を只今から開催致します。どうぞ宜しくお願い致

します。本日の出席は総員２６名のところ２２名

出席（本クラブ会員総数の３分の１をもって例会

定足数とする）ですので、総会は成立致します。 

議題ですが、２０１６～１７年度・次々年度会長、

 お誕生日おめでとうございます！ 

 

 



次年度幹事・会計・および３名の理事の指名につ

いてお諮りしたいと思います。本クラブ細則第３

条に指名委員会または会員の何れか一方又は双

方が、候補者を立てることが出来るとありますが、 

どの様な方法が宜しいでしょうか？ 

従来のやり方がよければそのような形でやりた

いと思いますが。何かご意見がある方はどうぞ。 

従来通りでということですので、指名委員会を設

けてその場で選考させて頂きます。 

それでは次々年度会長の指名委員会は、会長 

小柳・会長エレクト高見さん・前歴代会長３名の

竹村さん・石川さん・脇阪さんの５名を指名委員

と致します。 後ほど指名委員会のご案内を差し

上げますので、その時はお集まり頂きたいと思い

ます。 以上で臨時総会を終わらせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

前年度会計報告 前年度 宮永会計  

皆様お早うございます。会計報告が遅れましたことに深くお詫びを申し上げ、報告させて頂きます。 

まず、20013～2014 年度の収入は、6,884,186円でした。 

また、支出合計は、5,797,521 円でしたが、支出の内訳は次の通りです。 

1、会合費：1,695,746円、 2、委員会事業費：1,221,970円、3、助成金：130,000円、 

4、運営費：854,981円、 5、合同事務局運営費及び RI・地区分担費：1,894,834円 

その結果、差引残高は、1,086,665 円ですが、次期繰越金として 500,000 円を支出しまして、 

最終残高は、586,665円でした。 

10月 16日の例会終了後に、脇坂さんと石川さんに以上の監査を受けました。 

その他、ニコニコ BOX・クリスマスオークション売上・IM解約分の合計で、1,908,900 円となりまし

た。 ここで、監査報告を脇坂会員お願い致します。 

 

委員会スピーチ 脇坂財団委員長 

ロータリー財団は、皆様からのご寄付を、ポリオの撲滅や平和の推進といったロータリーの優先活動

のために有効に活用されています。また、財団の補助金は、貧困、識字、飢餓などの問題に使われて

います。 ここで、それを実行するプロジェクトを立ち上げるための 

「6つの重点分野」について申し述べます。（一部割愛） 

（1） 平和と紛争予防/紛争解決 

 戦争や迫害により 420万人が難民となっている現在、平和のために活動する

 人材 が必要です。年間 100名のフェローに平和センターで学ぶためのフェ

 ローシップ （奨学金）も提供しています。 

（2） 疾病予防と治療 

 高額な治療費の為に、毎年 1億人以上が貧困に陥っている中、ロータリーは主な感染症（ポリオ、 

エイズ、マラリアなど）について正しい知識を広め、病気の予防・治療を支援しています。 

（3） 水と衛生 

 十分な衛生施設を利用できない人々が世界で 25億人以上います。又、汚染さた水で命を落とす 

子供たちが、毎日 3,000人以上いると言われています。地域社会が長期的に水を確保し、衛生施設

を維持出来る様支援するほか、水と衛生に関連する研究支援にも力を入れています。 

（4） 母子の健康 

 世界では、5才未満の子供たちが、毎年 700万人以上栄養失調、不衛生等のために命を落としてい

ます。 産婦人科･小児科を専門とする人材育成に加え、自らの手で医療研修を継続出来るよう支援

しています。 

（5） 基本的教育と識字率向上 

全世界で 6,700万人の子供たちが教育を受けられず、15才以上の 7億 7,500万人の人々が読み書きを 



 出来ない現状に取り組み、改善することを目指しています。 

（6） 経済と地域社会の発展 

 世界には一日 125円未満で暮らさねばならない人が 14億人程います。地域経済の発展を促し人々が

仕事に就ける様支援し、貧しい地域での起業家（特に女性)を応援、リーダーを育てる活動も行って

います。 

以上ですが、特にロータリーはパートナー団体と共に「ポリオ撲滅」のため懸命な活動を続け、

全世界でポリオの発生数を 99％減らすことに成功しました。いま少しのところまで来ていますが、

撲滅を完全に成し遂げるには、皆様からの支援が欠かせません！ご支援を宜しくお願い致します。  

 

ニコニコＢＯＸ 木村親睦委員     ※11月 6 日現在 累計 180,190円 

武田昭宏会員 我がクラブ会員の桑原さん褒章受賞おめでとうございます。 

       黄綬褒章 業務精励（木工家具製造工・技能検定）我がクラブとし

       て誇りに思います。おめでとう おめでとう！！ 貫いた信念！！  

重ねた努力！！ 

佐々木靖文会員 黄綬褒章受賞おめでとうございます。 

仲間としてとても光栄です。 

桑原義彦会員 おはようございます。皆様のお蔭で受賞を頂ける事になりました。 

 11月に彼女と一緒に頂きに行きます。ありがとうございます。 
 

出 席 報 告 高見クラブ運営委員長 

 

 

 

 
 

 

伝 達 事 項 

笹川和廣会員が 下関西ロータリークラブ例会訪問         ≪バナーの交換≫ 

11 月 5 日（水）に、72 歳で 4 年毎の同窓会の合間に、 

≪国際ロータリー第 2710地区 下関西ロータリークラブ≫  

第 2180 回の例会に参加し、廣田幸彦会長とバナーの交換

をしてまいりました。 

歴史を感じさせる街並みを探索してからの参加のせいか、 

40 数名で女性会員も数名在籍しているため、親密感も 

ありましたが、どこか重厚な感じも受けました。 

退席時に挨拶の機会を得ましたので、元気ハツラツの 

旭川モーニング RC を紹介して参りました。 

 

 

 

 

報委員会：笹川和廣(長) 井上雄樹 佐藤克司 

 

 

第 1011回(11月 6日)例会  第 1009回(10月 23日)例会  

 総   員  26名   総   員  26名   

出   席  22名   修 正 出 席  24名   

 出 席 率 84.62％     修正出席率 92.31％   

 

 

 

 

 

 

 


