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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

7: 31 ロ ータ リ ー   ♪日も 風も 星も  ♪
ソ ング

7: 33 四つのテス ト

唱和

   場所   ロワジールホテル旭川   15 Ｆ  シャルム

   平成２７年 ８月 ２７日 （木）  ＡＭ７：３０～８：1０

        委員会スピーチ  会員増強について

    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 ）

        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

    今朝の受付 左から今井・飯塚・嵯城・坂本会員 

”只今より旭川モーニングロータリーク

ラブ第1048回例会を開催致します。 

 本日は高見会長公務（海外出張）の為

欠席です。 

 

河﨑高麗男副会長 点鐘をお願い致しま

す。” 

”四つのテスト第七回例会は 

小野寺康充会員です。 

小野寺会員お願い致し 

ます。” 



時間 ス ケジュ ール

7: 36 会長挨拶

7: 38 会務報告 宮永 憲一 幹事

 河﨑高麗男副会長              

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海外出張中との事で２回目の登場でございます。 

2015-16年度会長賞について少しお話しさせて頂きます。 

毎年、各ロータリークラブはＲＩ会長のテーマに沿ってＲＩ会長賞を目指して             

の活動を求められています。今年はこれまでとは少し異なり紙ベースで報告申  

請するものがペーパレスに変わりました。クラブの活動成果が測定しやすく、 

達成することにより、ロータリークラブが強化され、より効果的な奉仕活動が 

出来るようになり、一般の知名度と公共イメージが向上するような目標を設定 

されているようです。目標への進捗をより正確に測定できるようＲＩではデータ        

―の収集と分析のツールを改善して、クラブ、地区、ゾーン、世界のロータリー 

による実績を評価できるようになりました。以前のようにクラブや地区が書式や 

報告書をペーパーで提出する代わりにクラブが国際ロータリーのデータベースに 

直接入力した情報をもとに、クラブの実績を検証出来るようになっています。そ 

れには必須項目から２項目を完了し、さらに各カテゴリにある１５項目の中から 

幾つかを完了することが求められています。活動項目の中には、クラブがロータリークラブ・セントラルを通じて 

認識されるものと、活動項目に取り組むと、それが自動的に認識されるものとがあります。これらの項目はすべて、 

2015年7月1日から2016年4月1日までに完了する事が必要となります。昨年度の小柳会長が会長賞をと頑張って来た 

がロータリーデーの実施が4月29日となり間に合わなかったと残念がっておりましたがすべて３月末日が奉仕活動の実 

績の締め切りとなっています。 

 クラブ会長は、クラブにおける進捗を定期的に確認するとともに、国際ロータリーが把握しているデータが正確 

であることをご確認知る必要性が求められています。7月1日より、ロータリーのウェブサイトのMy ROTARYにログイ 

ンして、各クラブ目標に対する現時点での進捗度を確認できるようになります。クラブの現・次期会長、幹事、事 

務員、会計、財団委員長、会員増強委員長 は、情報を入力、編集する事が出来るようになっています。必須項目の 

中にオンラインツールの利用・My ROTARYへのアカウント登録：全クラブ会員 の少なくとも50パーセントが、登録 

を完了する事とありますので、皆さんにお願いでありますが是非My ROTARYへのアカウント登録をしてロータリーク 

ラブの活動の内容の確認出来るようにして頂きたいと思います。≪ロータリーを理解するにはMy ROTARYにアクセス 

を≫ 会長挨拶終わります。 

  

 
 第１０４８回例会 会務報告 

                           １）国際ロータリー日本事務局より、特別月間（８月）名称変更通知収受。 

                          「会員増強・拡大月間」⇒ 「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

                           ２）国際ロータリー日本事務局より、財団室ＮＥＷS２０１５年８月号収受。 

                           ３）公益財団法人 米山梅吉記念館より、館報２６号並びに秋季例祭の案内状収受。 

                        ★ 秋季例祭  

                             日時 ９月１２日（土）１４：００～ 

                             場所 米山梅吉記念館 ホール 

                           受付 １３：００～ 受付後、米山翁の墓参等 

                           式典 （開会前 墓参もご案内）創立４５周年記念行事 

                    寄付功労者感謝状贈呈・米山梅吉肖像画贈呈式 

     講演 講師 小沢一彦 氏 

        演題 「これからの米山記念奨学会」 

        アトラクション  勝又里乃さんによるマリンバ演奏 

        懇親会  講師を囲んで（軽飲食） 

        登録料  無料 

 ４）国際ロータリー第２５１０地区札幌モーニングロータリークラブより、会報№１２７４～１２７８収受。 

 ５）国際ロータリー第２６５０地区京都モーニングロータリークラブより、会報№８０４～８０７収受。 

 ６）旭川市内６ロータリークラブより、会報５・６・７月分収受。 

 ７）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№３０１収受。 

 ８）旭川市暴力追放運動推進協議会より、「平成２６年度旭川市民防犯大会」の案内状収受。 

          日 時  １０月１２日（土） 午後１時 

          場 所  旭川トーヨーホテル及び平和通買物公園 

 
  



7: 40 食事と

     懇談

8: 00 ３ 分間 小野寺康充 会員

 ス ピ ーチ

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

皆さん、おはようございます。来る9月20日は空の日でもありますが、バスの日です。今 

から110年前の明治38年に、京都で路線バスが走ったことを記念日にしています。これか 

ら地域観光ともいうべき路線バスの話をしたいと思います。今回は貸し切りバスや札幌、 

北見、釧路、紋別、遠軽、鬼志別、枝幸、帯広との乗り合い型の都市間バスの話は省きま 

す。旭川市内には、６社のバス会社が路線バスを運行しています。北海道では札幌の4社 

（北海道中央バス、じょうてつ、ジェイ・アール北海道バス、夕鉄バス）よりも多いので 

す。他の都市は函館が1社、釧路は2社、帯広は2社、苫小牧は2社）。まずは旭川電気軌道 

。その名のとおり昭和47年12月まで路面電車を走らせていました。４，５年前まで東旭川 

のバス待合所の看板が「電車・バス待合所」と表示がありました。また、これも先年まで 

東光にある飲食店の2F壁に「旭川追分」の駅名表示板が掲げられていて名物ならぬ迷物で 

した。道北バス。当地域では旭川電気軌道と両雄をなしている会社で、本年旭川電気軌道 

と共通ICカードの運用を開始しました。旭川電気軌道のICカードASACA、道北バスはDOカー 

ドです。ふらのバス。本社は富良野市にあり、前身は旭川電気軌道の営業所で、昭和57年 

に富良野市と旭川電気軌道の共同出資会社として誕生し、旭川駅前～旭川空港～富良野駅 

前~新富良野プリンスホテルまでの路線バスを運行しています。北海道中央バス。本社は小樽市にあって北海道最 

大のバス会社として有名ですが、中央バス旭川ターミナル～芦別まで運行しています。空知中央バス。滝川市に 

本社がありますが、北海道中央バスの子会社で、旭川ターミナル～深川市内を運行しています。あと1社、それは 

沿岸バスです。本社は羽幌町にあり、旭川から深川を経由して留萌までの路線を道北バスと共同運行しています。 

このバス会社、いち早く萌え系アニメとコラボレーションをしていまして、留萌管内の乗り放題切符などで活躍し 

ています。それなのに、このバス会社は妙に奥ゆかしいところがあって、日本一の長距離バス路線があることを名 

乗らないのです。現在の日本一の長距離バス路線は、奈良県の（大和）八木駅前から十津川村を経由して和歌山県 

の新宮駅前を結ぶ１６６．９キロとされていますが、実際にはこの沿岸バスが運行している旭川駅前～留萌十字街 

～羽幌ターミナル～幌延駅前の1往復する快速旭川幌延線が国内最長の２２３．４キロなのです。冬場の遅延の関 

係などから旭川留萌、留萌幌延と系統分割しているのがその理由で、実際、一部通過する停留所があって、運転手 

も途中交代するものの、まったく乗り換えなく4時間50分で高速道路を使わずに直通するのです。どうしてこの路 

線があるかというと、旧国鉄羽幌線の急行列車を昭和62年からバスが引き継いでいるのです。 

旭川発の日本一といっていいのに「観光資源」としては埋もれている状態です。最近のテレビ番組によって路線バ 

スが再び脚光を浴びるようになってきましたが、やはり自家用乗用車の利便性、或いは病院の送迎サービスには太 

刀打ちできず、利用者が減り路線の廃止や減便が相次いでいるのが現状です。私はバスに乗る人はどういう人たち 

なのか、その地域の実態を俯瞰できるツールとして自宅近くのバス停から、或いは各地へ乗用車ででかけたときの 

隙間時間を利用してバスに乗ったり、時間がないときは眺めていたりします。乗降するための手間はかかりますが、 

郊外の路線バスは特に空いていて、自分だけの専用便ではないかと思える場面に出会うのもある意味痛快です。時 

間を多用途に使っている会員さんにいつも乗ってくださいというつもりはありませんが、ハイキング気分で時折路 

線バスの旅を楽しんでいただければと思います。ただし、郊外線は時間や停留所、トイレなど周到な準備と対応が 

必要ですので、まずはお近くのバス停留所へ足を運んで時刻表や運行経路を眺めるだけでもよろしいかと思います。 

最後にもうひとつ。旭川中心部の広告がついたバス待ちスペース。20年ほど前に旭川市のバス担当の職員が日本で 

はじめて提案したのがはじまりで、膨大な資料に裏打ちされた訴えの結果、およそ10年前に許可がおりて全国的に 

ひろまりました。その方は残念ながら定年退職後すぐに癌でお亡くなりになってしまいましたが、私はその方とよ 

く議論をしていました。型破りな市の職員でバスのこと以外にも保護司を務めていることなど熱く語っていたのを 

よく覚えています。 

今日はその佐久間彦明さんという方を偲びながらこの話題にしました。 

ご清聴いただき、ありがとうございました。 

  



8: 05 ニコ ニコ 坂本信一 親睦委員
 ボッ ク ス

8: 07 出席報告 河﨑高麗男ク ラ ブ運営委員長

8: 08 伝達事項

8: 10 点鐘  河﨑副会長 終礼点鐘お願い致し ま す。

8: 10 ク ラ ブ

フ ォ ーラ ム

ク ラ ブ
フ ォ ーラ ム

8: 30 終了
広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

本日の出席

  第１ ０ ４ ８ 回例会 総員 28名

　 　 ８ 月 2７ 日 出席 2１ 名

  出席率 75. 00%

8月13日休会の為修正は
あり ま せん

今年度（ 23期） 実績平均出席率（ 8月６ 日迄） ５ 回 96. 29%

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

笹川和廣会員   ：この度のゴルフコンペでパートナーにめぐまれまして優勝させて頂きました。 

                         ありがとうございました。 

福居恵美子会員：今月お誕生日祝いをありがとうございました。 

 

会員増強クラブフォーラム 
武田昭宏会員増強委員長 

                        会員増強には特効薬はありません。会員増強の最大の敵は”あきらめ”であると 

                        思います。あせらずじっくり落ち着いて、継続性のある行動での努力と熱意です 

                        。現論・議論では増やせません・・・話し合うだけでなく行動を起こさなければ 

                        なりません「アイディア＆行動です。我がクラブには他クラブには無い自慢出来 

                        るパワーが沢山あります。」  

                        ★長所の一端ですが, 

                          ・楽しいクラブである。 

                         ・グループ化のない１つのクラブである。 

                          ・積極性と強調性のあるクラブである。 

                          ・風通しの良いコミュニケーションの取れたクラブである。この両輌で会員同 

                       士の仲間意識の良さが会員増強の源泉につながっている原因であると思われます。 

特に増強には短所は考えないように長所だけを考え行動しましょう!! 必ず結果はついて来ます!! 

会員増強は何のために会員が増える、仲間が増える事は本当に楽しいものです。楽しいクラブをつくり、奉 

仕をする喜びを味わい、ロータリーを学びましょう。今日の会員増強は現会員をいかに退会させないように 

対策をしているかが最も重要です。・・・会員維持の基本対策（退会防止対策）要するに入会者より退会者 

の方が多いから減少しているのです。一声運動で仲間である事を節に心掛けて登校拒否の前に例会への参加 

を推薦者・親睦委員会・会長・幹事から呼びかけをしていく・・・（火の用心活動） 

自分の熱意で仲間の退会を防ぎましょう!!「攻撃は最大の防御なり」増強は最大の防御なり。 

  参考  RI250地区例会出席率＆会員推移 2515年5月報告（2015VOL.63 NO,7)より 

        旭川MRC出席率91.7％（第2500地区全67クラブ平均出席率80.8％）・・・旭川7クラブ中第2位。 

        Ｈ16年（1994）3,330名が2500地区の過去最高会員数(旭川ＭＲＣ創立年） 

        Ｈ27年4月末 第2500地区会員数  2,280名（前年同月末会員数2,271名） 

        34地区合計会員数 RC数2,287クラブ 会員数89,322名 （前年同月数88,774名） 548名増 

メークアップ 

8月25日小野寺康充（旭川空港ＲＣ） 

8月26日安井裕子（旭川北ＲＣ） 


