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 7月≪モーニングロータリー会員理解月間≫ 例会プログラム＝4大委員長活動方針発表  

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

（6月 25日 1041回例会の記録） 

開 会 宣 言 宮永 SAA 

只今より、1041回例会を開催します。 

小栁会長、点鐘をお願い致します！！ 

会  長  挨  拶 小柳 会長 

皆様おはようございます。 

身に余る大役をいただきまして一年、本日の例会をもちまして 

今年度の活動を終了致しますが、こうして笑顔で最終例会を迎え

ることが出来ましたのも、嵯城幹事の強力なサポートと皆様のお

力添えのお陰です。心から感謝を申し上げます。 

一年間本当にありがとうございました。至らない点は多々あった

かと思いますが、どうぞお許しください。会長をさせて頂いて一

番困ったことは毎回の「会長挨拶」です。何回しても未だに馴れ

ませんしお粗末な挨拶で終わってしまいました。 反対に良かったことはクラブ内での絆が強まり、

クラブを超えたご縁がまた新たに出来たことです。３年前に幹事をした時もそうでしたが、普段なか

なかお話しする機会のない他クラブの会長・幹事さんとのご縁が出来ました。これは最大の役得だと

私は感じております。お陰様で私のロータリーの友情の輪が少し拡がった様に感じております。 

会長という非常にいい機会を与えて頂き、自分の成長にもつながりました。私にチャンスを下さった

皆様に心より感謝申し上げまして本日の会長挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

会 務 報 告 嵯城 幹事 

１） 国際ロータリー日本事務局経理室より、ロータリーレート変更通知 収受。 

   ７月１日より １ドル＝１２４円 （現行 １１８円） 

２） 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、ハイライトよねやま 183 収受。 

３） 公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会より、２０１４年度年次報告書並びに、 

みんなで生きる 6・7 月号 収受。 

 

委 員 会 報 告 

竹澤 国際奉仕委員長：2014～2015年度活動報告 

ご奉仕の結晶「落ち穂募金」を下記の通りお届けしました。 

日本飢餓対策機構へ 落ち穂募金等 計 49,991円 

キリスト教会海外医療協力会へ 使用済み切手 7kg 

北海道新聞販売たちばな販売所へ リングプル 一箱 
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石川 会員研修委員長 

次年度から多少のコストアップにはなりますが、例会会場を 15階に戻すことが、我がモーニング RCの

ステータスであると思いますので、皆様のご了解を宜しくお願い致します。 

 

最 終 例 会 2014～2015年度を振り返って 

≪小柳会長≫  

国際ロータリー ゲイリーC.K ホァン会長の

テーマ「ロータリーに輝きを」、そして 2500 地

区奥周盛ガバナーの「誠心誠意」の信条のもと、

クラブ内の絆・輪を大切に思い一年間活動させて

頂きました。 毎回例会時に唱和してきました

「四つのテスト」、簡潔でありながら深い言葉で

す。ロータリー活動に限らずにこれからも大切に

していきたい言葉です。そして今年度最大の喜び

は、林さん・飯塚さん・坂本さん３人の新入会員

を迎えることが出来たことであります。 

会員増強委員会のご努力と推薦者の方に感謝申

し上げます。７月の第３週目、ガバナー公式訪問

で奥ガバナーが言われた「ロータリーの公共イメ

ージの認知度」でありますが、この認知度という

点で高見副会長が全面的に力を発揮して下さっ

た、モーニングのホームページ開設でございます。

私が広報委員長の時に開設したいと思っていた

ことを、流石の行動力であっと言う間に形にして

下さいました。毎回広報委員長さん力作の会報が

ネットで公開され、お陰様で旭川モーニング RC

の認知度は間違いなく上がったと思います。 

それからガバナー月信でも紹介されたタイ・カン

チャナブリーRC との GG プロジェクト、水の浄

化装置設置に取り組んで頂き国際奉仕に貢献し

たこと。竹澤・河﨑両委員長は英文でのメールや

報告書などとご苦労されたと思います。 

会長でありながら私は出席できなくて申し訳あ

りませんでした。 ご承知の通り、現地での引渡

し式にはクラブから５名も出席して下さりあり

がとうございました。全 46 回の例会、全部振り

返っていたら時間が足りませんが、其々の委員会

スピーチ、会員研修、クラブ協議会、クラブフォ

ーラムと色々活動して参りましたが、やはり８月

７日の第 1000 回の節目の例会、ファミリーパー

ティー、新年交礼会でのお茶席、そして先日の創

立記念・同伴の夕べの勇壮な和太鼓と、親睦委員

会と会員皆様のご協力の下の楽しい例会が思い

出深いですね。こうして 1 年の活動を振り返りま

すと、「会員皆様のお陰で」、ということがよく分

かります。ありがとうございました。 

最後に改めて薬局を立ち上げたばかりの忙しい

中、「NO」と言わないで幹事を引き受けて下さっ

た嵯城さんと皆様に、心よりの感謝を申し上げま

して、今年度の振り返りを終わらせて頂きます。

一年間有難うございました。 

≪嵯城幹事≫ 

一年間のご協力・ご支援を賜り、誠にありがとうございました。 

小柳会長の甚大なご指導のもと、事務局林さんの丁寧なご協力のもと、そし

て何よりも会員の皆様の暖かい優しさのもと、一年間を全うすることが出来

ました。心より感謝申し上げます。私は 2014～2015 年度の最初の例会での

幹事活動方針の中で、「一年後、よく頑張ったねと小柳会長と互いに手を取り

合って讃え合えるように役割分掌を全うしたい」と決意表明をしました。 

私が 100 点満点でなくても、今日、その日を迎えることが出来ましたことは

感無量です。 

小柳会長に次年度高見会長から花束贈呈 



 

幹事という役割は忙しい分だけ勉強をさせて頂

き、自分を成長させてくれました。感謝申し上げ

ます。私は活動の基本、拠点はクラブだと思って

います。しかしながら今回は幹事として他クラブ

の多くの会長・幹事と時間を共有すること出来ま

した。そのことで更に多くを学び、これも幹事と

しての醍醐味だと知りました。毎月、月初めの例

会後は役員・理事会がございます。終わるのは９

時過ぎになります。私の職場の「はな保険薬局」

には毎月、第一木曜日の朝一に来る患者さんがい

ます。その患者さんが「今日もいないのか？」と

言われて帰ります。私の一番の思いは職業奉仕で

あります。この様に期待して薬局に来て下さる患

者さんの為にも、この一年間、小柳会長のもとで

学んだ事を自分に活かして行きたいと思います。

薬剤師はチーム医療の一端を担っております。 

それは医療ですから、資格者としての知識が必要

です。そしてもう一つ、チームの一員であります

から、他職種から信頼される人間性が必要です。

そしてこの二つが患者さんの為になると思って

います。高見会長年度から、また以前の様に例会

出席もままならなくなりますが、心はいつもクラ

ブの皆様と一緒です。ロータリーの友情に感謝申

し上げます。これが私の活動報告です。 

そして私には幹事として最後の仕事である今年

度の活動報告書を作ることが残っています。 

早くに完成をさせたいと思っていますので、皆様

におかれましては、次年度モードで諸事ご多忙と

は存じますが、ご協力の程、よろしくお願い致し

ます。一年間本当に有難うございました。 

ニコニコＢＯＸ 木村 親睦委員             ※ 6月 25日現在 累計 450,690 円 

河﨑高麗男会員 小柳会長・嵯城幹事、一年間ご苦労さまでした。有意義な 

一年感謝しています。本日最終例会ですが、休みにさせて頂 

きますがメーキャップはしております。 

小柳裕子会長 皆様、一年間本当に有難うございました。 

嵯城俊明幹事 一年間有難うございました。 

石川千賀男会員 小柳会長・嵯城幹事、そして各委員長の皆さん一年間 

ご苦労さまです。 

武田昭宏会員 2014～2015年度 小柳会長・嵯城幹事ご苦労さまでした。 

会長のお体を多少心配していましたが、一年間皆勤達成を喜んでいる一人です。 

安井裕子会員 本日、今年度最終例会です。小柳会長・嵯城幹事一年間お疲れさまでした。 

        ありがとうございます。 

竹村陽子会員 小柳会長・嵯城幹事、なが～い一年大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

坂本信一会員 太鼓の出演・沢山のご祝儀ありがとうございました。 

佐々木靖文会員 小柳会長・嵯城幹事、本当に楽しく素敵な一年有難うございました。 

        これからも新たなスタート変わらぬご支援をお願い致します。 

小川伸治会員 会長・幹事 お疲れさまでした。一年間有難うございました。 

笹川和廣会員 広報担当への一年間のご協力、本当に有難うございました。 

林  雅美会員 入会してあっという間の半年でした。少しは成長できたでしょうか？ 

        今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

桑原義彦会員 会長・幹事、一年間ごくろうさまでした。またありがとうございます。 

        24日、家具業界の大イベント「旭川デザインウイーク」が、初日を盛大にオープン

する事が出来ました。 会員の皆様も時間がありましたら是非見に来て下さい。 

高見一典会員 2014～2015年度最終例会、小柳会長・嵯城幹事一年間ご苦労さまでした。 

        来週から新年度、よろしくお願いします。 

 



メイクアップ 6月 18日 河﨑高麗男会員（旭川東 RC）  

6月 22日 小川伸治会員・河﨑高麗男会員・宮永憲一会員・笹川和廣会員（国際 

ロータリー第 2510地区 地区会議）  6月 23日 林 雅美会員（旭川西 RC） 

 

出 席 報 告 坂本信一 親睦委員 

 

 

 

 

 

伝  達  事  項  

佐々木靖文会員 

シーズの茶会と現代陶芸作家茶碗展のご案内 

日時：６月 27日（土）～28日（日）11時 30分～16時 会費２０００円 

会場：ギャラリー・シーズ（西ロータリー会員・シーズ代表久木佐知子様） 

同じロータリアンでもありますので、都合の着く方は是非出席お願い致します。 

 

高見一典 次年度会長 

２０１５－１６年度の最終例会となり、小柳会長・嵯城幹事、一年間大変ご苦労様でした。 

会長は挨拶がいつも苦手と言っていますが、毎回、素晴らしい挨拶を述べておられましたことに敬服致します。 

ホームページでの「会員紹介コーナー」は一般公開できるようにし、原稿もほぼ揃いましたが、変更点や追加事

項があれば申し出て下さい。 

来週から新年度となり例会会場も広くリフォームされた１５Ｆ「シャルム」使用に戻ります。 

但し、会場使用料の関係で前後期会費約 22,000 円程度ＵＰなりますが、今後一年間、宮永幹事と共に頑張りま

すのでよろしくお願い致します。 

 

宮永憲一 次年度幹事 

おはようございます。次年度、幹事を拝命しました。 

皆様にご指導たまりながら、高見会長をサポートし、明るく、楽しい例会になる様に努力、勤めてま

いりますので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会：笹川和廣(長) 井上雄樹 佐藤克司 

第 1041回(6月 25日)例会  第 1039回(6月 11日)例会  

 総   員  27名   総   員  27名   

出   席  21名   修 正 出 席  27名   

 出 席 率 77.78％    修正出席率   100.00％   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014～2015 年度 第 46 回例会 終礼点鐘 


