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夜間例会(2)
時間 ス ケジュ ール

  受  付

18: 00 開会宣言  太田英司 会場監督 木俣一明旭川東ＲＣ会長

 点     鐘

18: 03 ロ ータ リ ー   ♪それでこ そロ ータ リ ー♪
ソ ング

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

会員増強・新クラブ結成推進月間８月の月間 テーマ

        第 1047 回 例会  №06

   場所   ロワジールホテル旭川   ２Ｆ  

   平成２７年 ８月 ２０日 （木） １８：３０～１９：５０

                  3クラブ合同例会

    受付 ＭＲＣ左から坂本・飯塚・小柳会員・宮永幹事 

本日は合同例会につき代表して会

場監督を務めます旭川東ＲＣの鈴

木敏治ですが欠席の為、私太田が

代役を務めます。 

それでは只今より 

    旭川東ＲＣ第2091回、 

    旭川東北ＲＣ1696回、 

    旭川ＭＲＣ第1047回。 

3クラブ合同例会を開催致します。 

木俣会長 点鐘をお願い致しす。 

   受付  東ＲＣ左から 渡辺・黒川会員 

受付  東北ＲＣ 左から畠山会員・川上幹事・藤原会長 

本日の旭川市内 



時間 ス ケジュ ール

18: 05 会長挨拶

18: 15 会務報告

旭川東ロータリークラブ                                                            木俣 一明 会長 

 第2091回例会会長挨拶 

                         去年に引き続き3クラブ合同例会が開催されることとなりまし 

                         た。東北、モーニングの皆様きょうは宜しくお願いします。 

                         せっかくの機会ですので大いに親睦を深めていただきたいと思 

                         います。会員皆様におかれましてはお盆中家族団らんにて鋭気 

                         を養い、また日頃の疲れもすっかりとれたのではないでしょう 

                         か。これから公式訪問、地区大会など行事が続きます。どうか 

                         ご協力のほどお願い申し上げます。12日にルーマニアよりエプ 

                         レ・カタリン君が到着しました。来週の例会で挨拶してもらい 

                        ますのでどうかご出席ください。 

 

旭川東北ロータリークラブ  

第1696回例会会長挨拶                                                              藤原 貞夫 会長 

                           みなさん 今晩は 

                          ２０１５年～２０１６年度の東北ＲＣの会長を務めさせ 

                          ていただきます、藤原です。よろしくお願いいたします。 

                          わたくし、１１年ぶり、二度目の会長を務めます。若く 

                          て、元気のよい、川上幹事と二人三脚で頑張ります。 

                          川上幹事にも「エールを送って、ください。」本合同例 

                          会は、モーミングＲＣと私ども東北ＲＣは親クラブの東 

                          ＲＣより独立したクラブで、三クラブはかかわり、深い 

                          クラブでございます。今夜の合同例会を通じて、一層の 

                          親交を深めていただきたいと、思います。これからも、 

                          今までと変わらぬ、ご厚情をお願いし、ご出席の皆様と、 

                          楽しい、例会を過ごしたいと、思っております。 

                          どうかよろしくお願い申し上げます。 

旭川モーニングロータリークラブ 

第1047回例会会長挨拶                                                                                高見一典 会長 

  

                                          お晩でございます。ロータリー入会歴８年目で初めて会長を 

                                          務めることとなりました旭川モーニングの高見です。今夜は 

                                          親兄弟３クラブ夜間合同例会開催ということで、多くの会員 

                                          皆様のご参加を頂き誠にありがとうございます。親クラブで 

                                         あります木俣会長をはじめ東ＲＣ皆様、兄クラブであります 

                                         藤原会長をはじめ東北ＲＣの皆様には、日頃から大変お世 

                                         話になっておりますことをこの場を借りて心より深く感謝と御 

                                        礼を申し上げます。会長のクラブ目標として「明るく元気で楽 
                                         しいクラブ活動」を掲げ、一年間頑張っていきたいと考えて 

                                        います。新たに例会時に順番で３分間フリースピーチ発表と 

                                        私自身、川柳が好きなものすから月一回、旭川モーニングＲ 

                                        Ｃ川柳大会を実施しています。最後に３クラブの益々のご発展と会員皆様の御多幸と御健勝を 

                                        祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。今日は宜しくお願い申し上げます。 

 

                                                                                 山﨑知史 幹事 

  
会務報告をお願い致します。 

 

1） 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１８5 収受。 

  
  
  



18: 20 委員会報告 各ク ラ ブから の委員会報告はあり ま せんか？

18: 25 ニコ ニコ 各ク ラ ブから の親睦委員会よ り ニコ ニコ ボッ ク ス の報告をお願い致し ま す。

ボッ ク ス

18: 28 出席報告

18: 45 閉会宣言

点鐘

18: 50 懇親会

18: 52 乾杯

18: 52 懇親会

平成２ ７ 年８ 月 ２ ０ 日現在 累計金額       金  ９ ５ , ５ ０ ０  円

本日の出席

  第１ ０ ４ ７ 回例会 総員 28名

　 　 ８ 月 ２ ０ 日 出席 2１ 名

  出席率

黒川 聡 旭川東Ｒ Ｃ  親睦活動委員長

今年度（ 23期） 実績平均出席率
                    （ 8月6日迄） 5回

96. 29%

司会

75. 00%

修正出席

   第１ ０ ４ ６ 回例会 総員  26名

  8月　 6日 修正出席24名

修正出席率 85. 71%

高見一典会長     ： 今日はよろしくお願い致します。                                            飯塚達夫親睦委員 

宮永憲一幹事     ：本日はよろしくお願い致します。 

小柳裕子会員     ：3クラブの発展を祈って。 

友重正憲会員     ：三クラブの益々の繁栄を祝して。 

竹村陽子会員     ：ひさびさの合同例会楽しみにしておりました。 

河﨑高麗男会員  ：久しぶりの合同例会東ＲＣの皆さんホスト有難うございます。 

                          楽しく過ごさせて頂きます。 

石川千賀男会員  ：３ＲＣ 延４８３４回の合同例会祝して。 

林 雅美会員       ：川柳の賞品ひとりじめしました！！ 

佐々木靖文会員  ：前回の例会欠席しましたのにお誕生祝有り難うございます。 

以上をもちまして 以上をもちまして 

                         旭川東ＲＣ  第2091回、 

                         旭川東北ＲＣ第1696回、 

                         旭川ＭＲＣ  第1047回例会終了致します。 

 

木俣会長点鐘をお願い致します。 

 

乾杯の御発声 

八重樫 和裕 

第3分区元ガバナー補佐 

※メークアップ 

8月11日 石川千賀男（旭川空港ＲＣ） 

8月12日 武田昭宏（旭川北ＲＣ） 

8月13日 佐藤克司（旭川東ＲＣ）  

8月17日 小柳裕子（旭川南ＲＣ） 

8月18日 小野寺康光・木村和哉（旭川西Ｒ

Ｃ）  

8月20日 小野寺康光（旭川東北ＲＣ）  

8月21日 武田昭宏（旭川ＲＣ）  

高見会長・宮永幹事      懇親会 



18: 52 懇親会

19: 50 手に手

つないで

20: 00 結びの言葉

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

第２回ゴルフ愛好会開催 

 ８月２０日（木） フォレストカントリークラブ 

  

                             優勝    笹川和廣会員 

                             準優勝  武田昭宏会員  

蒸暑さの中、お疲れ様でした！！ 

次回、皆様の参加、宜しくお願い致します。 

                                     写真提供小川伸治会員 

 

本日の三クラブ合同例会、東クラブの心温まる楽しい例会を過ごさせていただきま

した。東クラブに「モーニングクラブ」「東クラブ」より感謝を申し上げます。 

次回の合同例会は当東北クラブが担当です。 

東クラブ同様、たくさんのご出席をお願い申し上げて、結びの言葉といたします。 

本日はありがとうございました。 

♪ 手に手つないで♪ 

藤原 貞夫  旭川東北ＲＣ会長 

懇親会 
懇親会 

指揮 小川伸治会
旭川東北ＲＣ指揮 川上義尚幹事 

♪♪ 手に手つないで ♪♪ 


