
 

                                 

 

 

 

 

 12月≪家族月間≫ 例会プログラム＝前期を振り返ってクラブ協議会③  

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

（12月 04日 第 1015回例会の記録） 

開 会 宣 言 宮永 SAA  只今から 第 1016回例会を開催致します 

    小柳会長 点鐘をお願いします！ 

会  長  挨  拶 小柳 会長 

皆様おはようございます。 

毎年１２月１日に発表される

「流行語大賞」は、昭和５９

年から始まって、今年で第 31

回なのですね。 

今年の年間大賞は女性お笑い

コンビの、ダメよ～ダメダメ

と集団的自衛権でしたが、トップテンには、あり

のままで･カープ女子･壁ドン･危険ドラッグ･ご

きげんよう･マタハラ･妖怪ウオッチ･レジエンド

がノミネートされていました。唯一、集団的自衛

権が重く響きますが、他の言葉を聞くと本当に 

日本って平和だなーと感じ

たのは私だけでしょうか。 

調べましたら第１回の流行語大賞はエッセイス

トの渡辺和博の「○金・○ビ」で、新語大賞はオ

シンドロームでした。最初の頃は新語と流行語に

分かれていたのですね。 NHK の連続テレビ小

説「おしん」に因んだ新語で全国民の感情が同一

にシンドローム化しているとしてジェーン・コン

ドンさん、雑誌「タイム」のフリー記者が受賞し

ております。戦争はダメよ～ダメダメで、いつま

でも平和な日本で有ります様にと思いました。 

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）一般社団法人ロータリーの友事務所より、2013－14年度事業報告書 収受。 

２） 国際ロータリー第 2680 地区ガバナー事務所より、全国青少年交換シンンポ

ジウム案内状 収受。 

   日 時  ２０１５年１月１８日（日）開会１０：４５  閉会１６：００ 

   場 所  神戸国際会議場  登録料  １０，０００円  

 締 切  １２月２５日（木） 

３） ２０１５ＩＰＣクロスカントリースキー ワールドカップ旭川大会組織委員

会より、サポーター募集の礼状 収受。 

４） 旭川市共同募金委員会より、平成 26 年度歳末たすけあい運動（職域募金）への協力依頼状 収

受。 

 

委 員 会 報 告 武田 会員増強委員長 

旭川モーニングＲＣの職業分類の中で、「ビジネス・サービス」の内、新設をした

いと思います。 

その職業分類は「損害・生命保険代理業」を新規加入することをご承認頂きたいと 

思います。 
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誕生祝記念品贈呈 福居 親睦委員長 

 

お誕生日おめでとうございます！ 

   小野寺康充会員 1日 

    竹澤元男会員  11日 

 

年 次 総 会 小柳会長 

それでは只今より年次総会を

開催致します。本日の出席は

総員 26 名のところ 23 名出席

ですので総会は成立致します。 

なお、この年次総会は旭川

MRC 細則第 3 条第 1 節に基

づいて開催されるものであり、

また 11 月 6 日に行われた臨時総会の決議にて指

名委員会が設置され役員及び理事の選考を指名

委員会に一任されたものであることを確認致し

ます。 次に指名委員会の報告をさせて頂きます。 

 去る 11 月 13 日と 22 日と二度に亘り、小柳、

高見、竹村、石川、脇坂の５名の選考委員と書記

に嵯城幹事の出席のもと指名委員会を開催致し

ました。早速、次々年度会長の選考に入りまして

選考の基準について討議がなされた結果、 

1）幹事の経験者であること、2）ロータリー活動

に熱心であること、3）瑕疵のない人を選考の基準

にすることを決定し、次々年度の会長の選考を致 

 

しました結果、満場一致で河﨑高麗男会員に決定 

致しました。 

引き続き次年度役員と３名の理事の選考に入り

ましたが、これらの役員理事については指名委員

でもある高見会長エレクトに一任すべきである

との意見が出され、会長エレクト一任となりまし

た。 以上で指名委員会の報告とさせて頂き、

次々年度会長に河﨑会員を指名したことをご報

告致します。 

ご異論がなければご承認頂きたいと思います。 

ご承認ありがとうございます。 

河﨑会員どうぞ宜しくお願い致します。 

次に役員理事についてですが、高見会長エレク

トより年末ファミリーパーティーにて役員理事・

４大委員長の発表をする旨、報告がありましたの

で待ちたいと思います。 

ご指名された会員は宜しくお願い致します。 

以上で年次総会を終了致します。 

 

黄綬褒章受賞 桑原義彦 会員 

一ヶ月ほど出張が多く、 

例会の欠席が続き申し訳あ

りません。 

去る 11月 11日に黄綬褒章

を頂けることになりました

が、私が頂けることは思い

もよらないことでしたが、

この褒章は「木」しか知らない自分ですが、 

永年に亘りこの道一筋に励んできた人に授与さ

れるものだそうです。 

 

先日、妻と一緒に表彰式に参加してきました

が、まず厚生労働省で表彰状とメダルを頂き、

その後バスで皇居に移動して、天皇陛下に拝謁

して参りました。 天皇陛下に直接お会いする 

ことは初めてでしたが、天皇陛下のしぐさや 

お言葉は、別な世界の人の様に気品に満ちてお

り、日本国の象徴としての厳かな雰囲気も感じ

られ、非常に貴重な体験をして参りました。 

この度の受賞を期に、今後もロータリーを通し

て地域社会に貢献して行くつもりですので、 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 



ニコニコＢＯＸ 林 雅美 親睦委員         ※ 12月 04日現在 累計 215,690円  

桑原義彦会員 遅れて来まして申し訳ありません。 

一ヶ月ほど例会も出席出来ず、皆様の顔も忘れる処でした。 

やっと今年の出張が終りました。 又、宜しくお願いします。 

石川千賀男会員 待望の 27人目の入会会員が決定しました。 

       ファミリーパーティーにゲストとしてデビユーです。 

小野寺康充会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

笹川和廣会員 会報の用紙、紆余曲折がありましたが、ようやく次回からご期待に 

       添える様になると思います。 

 

メイクアップ 11月 27日 竹澤元男会員（旭川東 RC） 
 

 出 席 報 告 小野寺 例会運営委員 

 

 

 

 

 

伝 達 事 項 福居 親睦委員長 

再来週の 18日は、午後 6時から 当ホテルでファミリーパーティ－を計画していますので、ご家族の

皆様共々大勢のご参加をお願いし、楽しいパーティーになります様ご協力をお願い致します。 

 

第 1016 回例会を閉会します 
会長 点鐘をお願い致します 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会議事録 嵯城 幹事 

新入会員の承認（１２月１８日例会に招待） 

・株式会社 ＭＳパートナーズ 代表取締役 坂本信一様 旭川市大町 2 条 10 丁目 

・株式会社 飯塚設備 代表取締役 飯塚達夫様 旭川市新星町 1026 番地 

１月８日例会：新入会員二人の入会式 新年交礼会とお茶会  

（ロワジール４階の和室二部屋で１８時３０分スタート） 

１月１５日例会 委員会スピーチ 竹村陽子会員 

１月２２日クラブ協議会 会長・４大委員長 

１月２９日上期会計報告 石川千賀男会員 

 

広報委員会：笹川和廣(長）井上雄樹 佐藤克司 

 

第 1015回(12月 4日)例会   第 1013回(11月 20日)例会 

  総   員  26名      総   員  26名 

出   席  23名      修 正 出 席  23名 

  出 席 率  88.46％     修正出席率  88.46％ 
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