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 6月≪ロータリー親睦活動月間≫ 例会プログラム＝創立記念同伴の夕べ  

                 於：ロワジールホテル旭川 2Ｆ ザ・ウエストルーム 

（6月 11日 1039回例会の記録） 

開 会 宣 言 宮永 SAA 

只今より、1039回例会を開催致します。 

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 

今話題に成っている安倍政権肝煎りの経済対策「プレミアム商品券」、地方自

治体へ総額 2500 億円を交付し「個人の消費のテコ入れ・地域経済の底上げを

図る」目的です。 97％の自治体が発行予定、もう発行されている自治体もあ

ります。 旭川市はどうなっているのか調べてみましたら、2 種類のプレミア

商品券が発行されます。 総額６億円分「あさひかわ生活応援商品券」という

ネーミングで、７月１２日販売開始ですね。 これによって消費が拡大して 

旭川市内の経済が活性化したらいいなと思います。 

今朝は「プレミアム商品券」について少しお話してみました。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 2015～16年度第 35回ライラセミナー案内状 

収受。 日程 9月 4日（金）～6日（日）、 

会場 ホテルパークヒルズ 美瑛町白金温泉 

登録料 青少年 １名 20,000円、ロータリアン１名 20,000円 

ホスト 美瑛ロータリークラブ 

２） 旭川プロバスクラブより、創立 10周年記念式典終了の礼状 収受。 

３） 一般財団法人日本国際飢餓対策機構より、飢餓対策ニュース№299収受。 

 

委 員 会 報 告  

会員増強委員会 武田 委員長：この度新会員を提案します。職業分類は、連業種

郡のビジネス・サービスの情報サービス業に属する新会員の加入をご承認下さい

ます様お願い致します。 

例会運営委員会 高見委員長： 先般ご意見を頂きましたＨＰ

での公開会員紹介欄について、記入用紙を用意してきましたのでご提出願います。

又、会社経営及び勤務先のＨＰも記載し、クリックするとＨＰリンクできるように

致します。カラー顔写真も掲載するため、写真を撮らせて頂きます。ＨＰも改良を

進めており、モーニングロータリークラブソングも聞けるように設定、ＧＧプロジ

ェクト（タイ国水浄化装置設置活動）報告掲載、カレンダーも例会日や内容が記載・

閲覧できるようにしました。是非とも会員皆様には定期的にＨＰを開いて書き込み等を通じ、コミュニ
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ケーションツールとして有効活用しながら、当クラブの活動をより多くの皆様に知って頂くようにもし

ていきたいと考えていますので御協力お願い致します。 

 

次年度 4大委員長活動方針  

クラブ運営委員会 河﨑高麗男委員長  

K.R.ラビンドランＲＩ会長は、2015-16 年度のＲＩテーマを、” Be a gift to the world”

（世界へのプレゼントになろう）と発表されました。ここにおられるロータリアンの皆さ

んは、多くを与えられた方々です。そして今、皆さんに最高のプレゼントが与えられ

ようとしています。それは、授けられた才能と持ちうる力の限りを尽くして、〝世界へ

のプレゼント"となることのできる 1 年です。この時間はあまりに短く、成すべきことは

あまりに多くあります。次年度、信念、情熱、才能を捧げるだけでなく、皆さん自身を

世界へのプレゼントとして捧げてください」と述べています。 

そして、東堂明ガバナーは「もっとロータリーを楽しみましょう」と 2500 地区テーマを掲げ、工夫を凝らした例会

や移動例会、家族とロータリーファミリー達との例会、周年行事、特別な記念行事、会員のお祝い行事など、もっ

とロータリーを楽しんでほしいとのガバナーの想いを高見会長は、今年度のクラブ方針に「明るく元気で楽しいク

ラブ活動に」と、この一年の活動方針を発てました。 

わがクラブ運営委員会としては、例会運営委員会・桑原義彦委員長、親睦委員会・竹村陽子委員長、広報

委員会・佐々木靖文委員長、この３つの委員会の基に力を合わせ、会員の輪と和と共に楽しく明るいクラブ

に一丸となる素晴らしいクラブ運営を目指します。 

一つ例会でのゲストスピーチなど時間配分を再考することが必要かと考えております。 

例会時間を 1 時間に限定する規約はありませんので、意義ある例会に 10 分とか 15 分延長してゲスト

スピーカーに十分な時間を取り、充実したプログラムにして行きたいと考えておりますが如何なもので

しょうか。また、クラブ細則の見直しも検討したいと考えております。 

この一年、明るく元気で楽しいクラブ活動にしていきたいと思いますので、宜しくご協力お願い致します。 

 

会員組織委員会 小柳裕子委員長 

会員組織委員会は、会員増強委員会の武田昭宏

委員長と会員研修委員会の友重正親委員長の二

つの小委員会からなっております。 

そしてご承知のとおり、今年度は地区の会員増強

委員長に当クラブの福居恵美子会員が着任して

おります。友重委員長はガバナー補佐をされてお

りましたし、武田委員長はクラブビルダー賞を頂

いた方です。今年度のモーニングの会員組織委員

会は最強メンバーと言っても過言ではないかと

思います。お陰様で私は大船に乗った気持ちでお

ります。東堂ガバナーの地区の重点目標の一つに

「会員増強と維持・拡大」がございます。  

地区会員増強委員会の福居委員長のスローガ

ン「一人ひとりが会員増強の意識を持ち、新会員

のプレゼンターになろう、仲間の維持と減らさな

い努力をしよう」これらの目標を踏まえまして、

ここ数年の本クラブの会員増強の良い流れを持 

続させ、更なる新クラブ会

員の勧誘と在籍会員の退

会防止にと努めて参りた

いと思います。 

また本クラブの職業分類

を検討して未充填分類の

職業を充填する様に出来

ればと思います。 

クラブ内での研修・オリエンテーションを年２回

計画しております。 全員参加で研修を通してロ

ータリーを共に学び理解を深め、楽しみながらロ

ータリー活動をして、クラブ会員の絆を強固にし

たいと思います。 

2015－2016 年度国際ロータリーK.R.“ラビ”ラ

ビンドラン会長の「世界へのプレゼントになろう」

のテーマの下、一年間活動して参ります。 

どうぞ宜しくお願い致します。 



ロータリー財団・米山委員会 安井裕子委員長  

ロータリー財団は、国際ロータリーの非営利財団で、ロータリアンをはじめ

とするよりよい世界を築こうというビジョンを共有する財団支援者からの自発

的な寄付のみによって支えられています。 

ロータリー財団委員会の役割は社会奉仕と国際奉仕においてプログラムへの参

加と寄付を通じて財団を支援する計画を立て、実施する事です。 

それぞれ、月間に併せ財団・米山の活動紹介と活動を強化し、支援する事を推

進します。 自クラブは第 2500地区において双方の活動が活発で常に寄付額が

上位にランキングし、活動実績そのものが高く評価されています。 

・ロータリー財団委員会（大久保委員長） 月間 11月 目標一人当たり 200＄以上 

・米山委員会（福居委員長） 月間 10月 目標一人１万円 

寄付する行動のみに留まらず、いかに地域社会奉仕、そして国際奉仕に展開して行く事が重要です。 

今年度、「米山記念奨学生の世話子クラブ引き受け」を予定しています。  

福居委員長、大久保委員長に支えられ、そして、会員が理解し合い、真の奉仕活動が出来るよう務め

ます。今年一年、宜しくお願いいたします。 

 

奉仕プロジェクト委員会 石川千賀男 委員長 

「ｓｅｒｖｉｃｅ」を日本語では、｢奉仕｣と訳されています。 

『奉仕』は、簡単な辞書によりますと、①謹んでつかえること。②国家、社会、

他人のために力を尽くすこと。③商品を安く売ること。とあります。 

クラブの実施する奉仕プロジェクトが真のニーズに効果的に対処できる様、得ら

れる限りの情報を取得・分析し、バランスのとれた計画を立て遂行して参りたい

と思います。 ロータリーのロータリーたる所以は「職業奉仕にある」と言われ

ております。 そして、その中心は「職業倫理」への提唱だと判断します。 

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の４つの委員会と連携し、各委員長

の自主性を促し、各委員会活動の目標を効果的に達成出来るよう環境を整備しながら、地域社会、国際

社会に貢献してまいります。 

■ 職業奉仕委員会 佐藤克司委員長 

ロータリーの理念の中で全ての職業において高い道徳的水準を守る事を奨励し、自らの職業を通じて

社会へ奉仕する事を職業奉仕と謳っている事から、会員同士が互いの職業を深く理解する為の活動を推

進します。 

１、『4 つのテスト』を唱和し、職業倫理を高めると同時に互いを思いやる心を養う。 

2、会員企業を中心に職場訪問を実施し、どんな奉仕に繋がる行動があるか考える。 

3、職業奉仕の具体的な実践講話を実施し、理解を深め自らの事業に活かす。 

4、各会員が例会を通じて自分の職業についての卓話を実施し、相互の職業について理解し学び合う。 

■ 社会奉仕委員会 井上雄樹委員長 

社会奉仕は、クラブの所在地域又は行政区域内に居住する人々の生活の質を高める為に、時には他と

協力し、会員が行う様々な取組みから成るものである。（旭川モーニング RC 定款第５条３号） 

上記の実践として、１、いのちの電話への支援協賛。２、ごみのポイ捨て運動禁止運動への参加。３、

公園ベンチのボランティア塗装等の従前からの活動を継続する上、他の奉仕活動にも積極的に参加をし

て行く。 

■ 国際奉仕委員会 竹澤元男委員長 

前年度に続いての国際奉仕委員会を担当しますが、我がクラブの継続事業として取り組んでいます



「飢餓、病気、ストリートチルドレンのために」を合い言葉に、国際間の理解を深める「親善と平和を

推進する」ことに取り組んで参ります。 

「活動計画」  

１．飢餓の現状と識字率向上等に関する勉強会等の開催。 

２．書き損じハガキ、使用済み切手、テレホンカード等の回収、落ち穂募金を第３分区ロータリークラ 

ブにも協力を求め、識字率向上と貧困、飢餓救済等へ活用取り組みをいたします。 

３、今年度も国際奉仕のプロジェクトが立ちあれば、それらに協力し支援して参りたいと考えます。 

■ 青少年奉仕委員会 木村和哉委員長 

今年度当クラブのローターアクトの活動は、旭川ロータリークラブと協力して活動を行います。 

現状の活動内容や方向性を再構築し、会員数も増強するよう努めます。 

ローターアクトが活動しやすいよう支援を強化します。 

「活動計画」  

1、アクトの会員を増やす 2、アクト例会の充実化  

3、ロータリアンの例会参加 4、ライラセミナーへの参加 

 

ニコニコＢＯＸ 福居 親睦委員長 ※6 月 11日現在 累計 389,690 円 

石川千賀男会員 第３分区チャリティコンペ団体戦で史上初の 5 位入賞を果た

しました。又、宮永さんが個人戦 5位入賞で貢献しました。 

竹澤元男会員 会員増強委員長の武田さんと、入会予定者の今井孔大君の所 

で、入会の申し込みを頂きました。 

宮永憲一会員 先日のロータリーチャリティゴルフコンペで、個人 5位を頂 

きました。何より団体で 5位入賞感動しました。 

小川伸治会員 チャリティコンペ！ 見事初入賞でした。 

笹川和廣会員 第 3分区チャリティコンペでブービー賞を頂きました。 有難うございました。 

 

メイクアップ  6月 8日 小野寺康充会員・笹川和廣会員(旭川南 RC） 

6月 9日 木村和哉会員(旭川空港 RC）、6月 10日 宮永憲一会員(旭川北 RC） 

 

出 席 報 告 小野寺 運営委員 

 

 

 

 

 

伝  達  事  項  

桑原 社会奉仕委員長 

6月 24日～28日に、第 61回家具の展示会が永山会場をメイン会場として、 

名称も「ASAHIKAWA DESIGN WEEK」と改名して開催されます。 

この展示会は、職業奉仕の一環として開かれますので、是非ご来場下さい。 

福居 親睦委員長 

次回の例会は、「創立記念、同伴の夕べ」として、今年度最後の夜間例会で

す。楽しい催しものも準備していますので、沢山のご参加をお待ちしています。 

 

広報委員会：笹川和廣(長) 井上雄樹 佐藤克司 

第 1039回(6月 11日)例会  第 1037回(5月 28日)例会  

 総   員  27名   総   員  27名   

出   席  26名   修 正 出 席  21名   

 出 席 率  96.30％  修正出席率    77.78％   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


