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              2015～2016年度（第２３期）   会長 ： 高見 一典     幹事 ： 宮永 憲一

夜間例会(5)
時間 ス ケジュ ール

  受  付

18: 30 開会宣言

 点     鐘

18: 33 ロ ータ リ ー

ソ ング   ♪それでこ そロ ータ リ ー♪

経済と地域社会の発展月間・米山月間10月の月間 テーマ

        第 1056 回 例会  №15

   場所   花月会館   5階

   平成２７年 10月 29日 （木） 18：30～20：30

                  3クラブ合同例会

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

本日は合同例会につき代表して会場監督

を務めます旭川東北ＲＣの鈴木哲です。 

 

それでは只今より 

    旭川東ＲＣ第2101回、 

    旭川東北ＲＣ1706回、 

    旭川ＭＲＣ第1056回。 

3クラブ合同例会を開催致します。 

藤原会長 点鐘をお願い致しす。 

  受付左から東RC・モーニングRC・東北RC 受付左から東北RC・モーニングRC・東RC 

藤原貞夫東北RC会長点鐘 

鈴木哲東北ＲＣ幹事 

高見一典会長・宮永憲一幹事 

   ♪ 
        ♫  
                 ♪ 



時間 ス ケジュ ール

18: 35 会長挨拶

旭川東ロータリークラブ                                                             

 第2101回例会会長挨拶 

 木俣一明会長 

                         今日は東北RCの皆さんお世話になります。また、モーニング 

                         RCの皆様宜しくお願いします。東堂ガバナーは「もっとロー 

                         タリーを楽しみましょう」と提唱しています。ではロータリ 

                         ーの何を楽しむのか？楽しみ方は人それぞれではないかと思 

                        います。私は、いろいろな職種の人とフランクに話ができる 

                         のが楽しく、そしていつもそのたびに新たな発見があり、大 

                         事にしているところです。日頃普通に暮らしていると世界が 

                         狭くなってしまいます。視野を広げるためにはロータリーは 

                         大変勉強になります。今日は大いに親睦をはかり、ロータリ 

                         ーを楽しみましょう。 

 

 

旭川東北ロータリークラブ  

第1706回例会会長挨拶                                                                  藤原 貞夫 会長 

                        みなさん,こんばんは。 

                        上川管内に初冠雪が13日にありました。昨年は10月28日,15日間 

                        早い観測でした.先週雪が降り、朝夕めっきり寒くなり、「カゼ」 

                        を引いてマスクをしている人をみかけます。皆さんは大丈夫です 

                        か？「カゼは万病の元」健康管理をしっかり行い、カゼなどを引 

                        かないように気を付けましょう。 

                        今日は2回目の3クラブ合同例会、当クラブがホスト役でございま 

                        す.ご案内申し上げたところ、沢山の3クラブ会員にご出席頂きま 

                        して、ありがとうございます。 

                        例会を通して尚一層の交流を深めて頂ければと思っております。 

                        今夜の懇親会は 「もっとロータリーを楽しみましょう』東堂ガパ 

                        ナー『もっとご馳走と美味しいお酒を飲んでロータリーを楽しみま 

                        しょう』ホストクラブ会長の言葉と致します。 

  

旭川モーニングロータリークラブ 

第1056回例会会長挨拶                                                                                      高見一典 会長 

  

                                          皆さん、今晩は。旭川モーニングＲＣ会長を務めています高見です。 

                                         今夜は親兄弟３クラブ合同の夜間例会ということで、ホスト役の東北 

                                         ロータリークラブの皆様には大変お世 話になります。又、先だって 

                                         １６日１７日の両日、地元旭川市で開催されましたＲＩ第２５００地区大 

                                         会には多くの皆登録参加を頂き、感謝を申し上げますとともに誠に 

                                         御苦労様でした。旭川北ＲＣの東堂地区ガバナーは『ロータリーをも 

                                         っと楽しみましょう！』とテーマを設けました。今日は皆様と懇親を深 

                                         めながら楽しみたいと思っていますので、宜しくお願い申し上げます。 

                                         時期的に冬到来を迎え、我家でも収穫作業をほぼ終え、納屋や車 

                                         庫、外回りの片付け作業を行っており、今日も時間を忘れて没頭し、 

                                        携帯アラームで夜間合同例会開催時間を受けた次第です。慌てて 

                                        身支度したこともあり会場に到着してから、財布を忘れたことに気が付き、宮永幹事に今日の 

                                        参加費や二次会費用、駐車代金もお借りすることとなりました。最近物忘れが激しく反省しき 

                                        りの今日この頃ですが、今後とも宜しくお願い申し上げ、誠に簡単でありますがご挨拶とさせ 

                                        て頂きます。 

  

 



18: 55 会務報告

19: 00 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

19: 12 出席報告

19: 15 閉会宣言
点鐘

19: 20 懇親会

乾杯

今年度（ 23期） 実績平均出席率
            （ 10月17日迄） 13回

91. 15%

10月17日 修正出席25名
修正出席率 92. 59%

修正出席

   第1054回例会 総員  27名

平成２ ７ 年10月 ２ 9日現在 累計金額     金  １ ４ ３ , ５ ０ ０ -円

司会

竹内遵 旭川東Ｒ Ｃ  親睦活動委員長

本日の出席

  第1056回例会 総員 27名

　 　 10月 29日 出席 2１ 名

  出席率 77. 78%

 

乾杯の御発声 

   岩田谷 隆 

   第3分区元ガバナー補佐 

※メークアップ（敬称略） 

10月28日 

 小野寺康充（旭川北ＲＣ） 

川上義尚旭川東北ＲＣ幹事 

   ♪ 
        ♫  
                 ♪ 

3クラブ全員乾杯！ 

鈴木哲東北ＲＣ幹事 

    以上をもちまして 

        旭川東ＲＣ第2101回、 

        旭川東北ＲＣ1706回、 

        旭川ＭＲＣ第1056回。 

        3クラブ合同例会を終了致します。 

        藤原会長 点鐘をお願い致しす。 

１）国際ロータリー第２５００地区 ガバナー事務所より、地区大会終了の礼状 収受。 

２）国際ロータリー第２５００地区 駒形 曙美 ガバナーエレクトより、事務所開設の案内状 収受。  

     【所 在 地】〒０７０－００３３ 

              旭川市３条通１１丁目 グリーンコーポ三条１Ｆ 

                               ＴＥＬ：２９－５３１０   ＦＡＸ：２９－５３２０ 

                                               Ｅ－ｍａｉｌ：info@rid2500.jp 

                         【執務時間】１０：００～１７：００（土・日・祝祭日は休み） 

                         【事務局員】柾 木  厚 子 

 

今井孔太親睦委員 

竹澤元男会員  ：先週は20年の皆勤賞でメダルバッチを頂きました。 

                ありがとうございます。 

河﨑高麗男会員：東北ロータリークラブの皆さん本日のホスト有難うございます。 

                東北ＲＣの皆さん共々に友好を深めさせて頂きます。 

竹村陽子会員  ：３ＲＣ合同例会祝して。 

桑原義彦クラブ例会運営委員



20: 00 懇親会

懇親会 テーブル6 

懇親会 テーブル 7 

♪♪ 手に手つないで ♪♪ 

懇親会  テーブル１ 

懇親会 テーブル４ 

懇親会 テーブル３ 

懇親会 テーブル２ 

懇親会 テーブル５ 



20: 20 手に手

つないで

20: 30 結びの言葉

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

閉会挨拶は恒例で次回ホスト役が担当ということですので、大変恐縮ですが締めの

ご挨拶をさせて頂きます。今夜は東北ＲＣの皆様にお世話を頂き、楽しい一時を過

ごさせて頂き、心から感謝と御礼を申し上げます。事業年度内３ＲＣ合同例会は次

回が最後となりますが、旭川モーニングＲＣがホスト役として年明け２月１８日

（木）を予定しており、近くになりましたら再度詳細ご案内をお知らせ致しますの

で、多くのご参加を宜しくお願い申し上げます。挨拶だけでは締まらないと思いま

すので、最後に三本締めでこの会を締めさせて頂きます。よろしいでしょうか。そ

れでは３ＲＣの益々のご発展と本日ご参会皆様方のご多幸とご健勝を祈念し、三本

締めを行います。 

                    

                      いよ～っ！ 

 

♪♪ 手に手つないで ♪♪ 

♪♪ 手に手つないで ♪♪ 

高見一典旭川モーニングロータリー会長 

3クラブ代表による 

指揮者 

          ♪ 
      ♫  
  ♪ 

        ♪ 
            ♫  
                        ♪ 
                   

 ３クラブ合同 ３本締め！！！ 


