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 旭川モーニング ロータリークラブ 会報     
            ホーム ページ     http://www.asahikawamrc.com/

              2015～2016年度（第２３期）   会長 ： 高見 一典     幹事 ： 宮永 憲一         第 1045回 例会  №０４

時間 ス ケジュ ール

  受  付

7: 30 開会宣言   妹尾 佳晴 会場監督  

 点     鐘

河﨑高麗男副会長と 宮永憲一幹事

7: 32 ロ ータ リ ー   ♪我等の生業 ♪
ソ ング

7: 35 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

  モーニングロータリー会員理解 月間７月の月間 テーマ

   場所   ロワジールホテル旭川   15 Ｆ  シャルム

   平成２７年 ７月 ２３日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

クラブホォーラム②ローターアクトクラブについて

今朝の旭川の風景（ ロ ワ ジールホテル・ シャ ルム１ ５ 階よ り ）

皆さんおはようございます 

                  今朝の受付 

左から嵯城・坂本・林さん・今井・武田・飯塚・桑原

会員 

”只今より旭川モーニング

ロータリークラブ第1044回例

会を開催致します。 

 本日は高見会長公務の為欠

席です。 

河﨑高麗男副会長 点鐘をお

願い致します。” 

”四つのテスト第四回例会は今井孔太会員です。 

今井会員お願い致します。” 

 



時間 ス ケジュ ール 河﨑高麗男副会長
7: 36 会長挨拶

7: 40 会務報告 宮永 憲一 幹事

委員会報告 友重 正親会員

7: 45 食事と

     懇談

皆さんおはようございます 

今朝は、高見会長が公務のため東京に出張中との事で、私、副会長も務めております関係

で代理に挨拶をさせて頂きます。   

この会長の挨拶について私なりの考えがありまして、少し触れてみたいと思います。 

   クラブの組織と諸活動の中に、クラブ活動における会長の役割と言う文言があります。

それには、クラブ会長は各例会で５分間程度の「会長の時間」が与えられており、クラブ

活動やロータリー全般に関わる情報を提供することが推奨されており、ロータリークラブ

における「会長の時間」は会長にとっても、また会員にとっても、毎週のクラブ活動の状

況を知るうえで大変貴重な時間です。会長はテレビや新聞に出てくる政治や経済問題、或

いは自分の趣味の話題は出来るだけ別の機会に話すようにし、ロータリーでの「会長の時

間」はクラブや会員の活動についての話題や情報を中心に行います。会長は「会長の時

間」が会員のクラブ活動への参画意識と意欲が高まる機会になるように努めます。と記さ

れておりますので、次年度は例会プログラムの会長挨拶を「会長の時間」に変更させて頂

きたいと考えています。が如何でしょうか。挨拶を終わります。 

 

２０１５年７月１７日１４時より 

旭川グランドホテルに於いて第３分区ガバナー補佐指名委員会が開会され私

も出席させて頂きましたのでここに報告させて頂きます。 

次年度第３分区ガバナー補佐選出について 

旭川東ロータリークラブ 太田 英司様選出されました。 

 

1)国際ソロプチミスト旭川若葉より,2015年度役員就任の挨拶状収受。 

 

2)国際ロータリー第2500地区ガバナー事務所より、美瑛ロータリークラブ・寺尾慶峰幹事 

   ＦＡＸ番号訂正通知収受。 

                  0166-92-1116  ⇒  0166-92-0116 
  

                  食後の至福    smoke         朝食  menu 

                              15階  シャルムにての朝食と懇談 



8: 05 ３ 分間 今井 孔太 会員
 ス ピ ーチ

8: 08 ニコ ニコ 今井 孔太  親睦委員
 ボッ ク ス

8: 10 出席報告 桑原義彦例会運営委員長

8: 13 伝達事項

8: 15 点鐘  河﨑副会長 終礼点鐘お願い致し ま す。

8: 15 ク ラ ブ ロ ータ リ ーアク ト ク ラ ブについて

ホーラ ム② 木村和哉青少年奉仕委員長

8: 30 ク ラ ブ
ホーラ ム②

終了

　 　 ７ 月 23 日 出席 23名

修正出席

   第１ ０ ４ 3回例会 総員  28名
  ７ 月　 9日 修正出席26名

修正出席率 92. 86%

  出席率 82. 14%

本日の出席

  第１ ０ ４ 5回例会 総員 28名

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

今年度（ 23期） 実績平均出席率（ ７ 月9日迄） ２  回

平成２ ７ 年７ 月16日現在 累計金額       金  ６ ９ , ５ ０ ０  円

桑原義彦 会員

＊メークアップ  7月２２日  小川伸治・小野寺康充・安井裕子（旭川北ＲＣ）

96. 43%

今日は僕が経験したこと、マーケティングの真実を話したいと思います。 

ホームページの運用、マーケティングで最も大切なこと。それはそれは誠実な仕事しか、ネットで

も上手く行かないという事実です。 そんなことは当たり前のこと。皆様は当然のようにされている

事と思われるでしょう。しかし、思って実践しているつもりでも、顧客の感じ方が違う場合がほとん

どではないでしょうか？この10年間200件ほど、毎日データを見てきました。全ての動向を見てい

て、はっきりとわかるデータがあります。それは、みなさん、気持ちの良くないことは嫌いという事で

す。読みずらい、見ずらい、わかりずらい、値段が高い、面白くない。みなさんもネットを見ていて

ご経験あるのではないでしょうか？ 

なんか使いづらい、わかりにくいサイト。面白くないサイト。誠実さや、人柄は書いてある文章や、

写真、ホームページの作り、または、運用方法に現れて訪問したユーザーにそのまま伝わります。 

 見た目のかっこいいサイトやデザインが美しいものがいいサイトではありません。そういったサイト

でも居心地が悪いものはたくさんあります。まず、訪問したユーザーが気持ちよいかどうか？そう

いったディテールにこだわることが大切です。顧客にとってはまずそれが誠実かどうかになります。

あまりにも創りが悪ければサイトを持たないほうがいいです。しかし、こういって安心されている方

はもっと良くないです。今はスマホが1人1代の時代。自動車よりも普及しています。車を持たない

でご商売されている方がいないのと同じように、ネットを無視して商売をすることもできません。日

本だけでも、8000万人に直接想いを届けられるTV局を1人1人が持てる時代です。￥ネットの誠

実な仕事とは、まずしっかりとお客様に見て読んでいただけるものをお出しする事そして、読んだ

ユーザーを気持ちよくさせる事。納得させること。それがとても大事です。といったお話でした。も

し、皆様のホームページのデザインがいま話したように適当にデザインされていそうで、ユーザー

があまり気持ちの良い想いをしていないのではないか？と、思われた方は気軽にご相談ください。

また、市の委託事業として、無料のマーケティングセミナーを実施しておりますので、お時間タイミ

ングがあう方はぜひご参加ください。 

  

今日のフォーラムは、アクトについて話したいと思います。 

現在、旭川モーニングRCのアクトは0名です。今は、旭川クラブとの合同でアクトを持ておりますが、今後どのように

考えていくかクラブ全員で考えてみたいと思います。 

たたき台の説明 意見交換 

８月６日に夜間例会で皆様の知恵をお借りし、方向性をつけたいとおもいます。 

：例会欠席続きで申し訳ありません。特に会報の佐々木委員長、クラブ運

営委員長の 河﨑委員長先日のクラブフォーラム代理ありがとうございます。 

               ローターアクトクラブ意見交換 


