
  Ａｓａｈｉｋａｗａ   Ｍｏｒｎｉｎｇ   Ｒｏｔａｒｙ   Ｃｌｕｂ

 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 １０５７回 例会  №１6

本日の例会プログラム

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 国歌斉唱

ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 33 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

ロータリー財団月間11月の月間 テーマ    平成２７年 １1月  5日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

委員会スピーチ   ロータリー財団について    場所   アートホテルズ旭川   15 Ｆ  シャルム

    今朝の１５Ｆシャルムからの旭川市内 

”只今より旭川モーニングロータリークラブ 

    第１０５７回例会を開催致します。”    ”高見一典会長 点鐘をお願い致します。” 

本日の”四つのテスト" は 

笹川和廣会員です。 

笹川会員お願い致します。 
 

 

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

  高見一典会長            

高見一典会長点鐘 受付・左から林事務局・嵯城・飯塚・坂本・今井会員 
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♪ 君が代 ♪                               ♪ 奉仕の理想 ♪ 



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

7: 39 誕生祝
記念品贈呈

7: 43 第４ 回

川柳大賞

景品贈呈

  高見一典会長            

                         皆様、おはようございます。先月１０月は米山月間で、今月１１月は財団月間 

                        となっています。米山に続いてのご寄付お願いということで、皆様には何かと 

                         出費が多く伴いますが、趣旨等をご理解にの上、何卒ご協力ご奉仕頂きますよ 

                         うお願い申し上げます。 

                         さて、つい先月末の３１日は国内でも定着しつつあるハロウィンが終了し、こ 

                         れからのシーズンはクリスマスムード一色になっていくと思われます。 

                         市内あちこちでもイルミネーションが点灯し、クリスマスツリーも飾られ、こ 

                         れから本格的に寒い冬期間を迎えるにあたり、明るさと温もりを感じさせてく 

                         れると思います。 

  

 
１）国際ロータリー第２５００地区ガバナー事務所より、ロータリー財団補助金管理 

    セミナーの案内状 収受。 

                日 時   １２月１２日（土） １３：００～１５：００ 

                場 所   トーヨーホテル 

                登録料   お一人 １，０００円（昼食含む） 

    出席義務者 現年度、次年度クラブ会長・幹事・ロータリー財団委員長もしく 

        は担当者の中から最低１名以上 

２）国際ロータリー第２５００地区ライラ委員会より、第３５回ライラセミナー報告書 収受。 

３）国際ロータリー第２５００地区社会奉仕委員会より、アンケート結果報告書 収受。 

４）国際ロータリー第２５００地区美瑛ロータリークラブより、創立４０周年記念誌 収受。 

５）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 

    №１２８２～１２８９ 収受。 

６）社会福祉法人旭川いのちの電話より、広報誌№１２４ 収受。 

７）公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会より、ＪＯＣＳ保健医療協力募金の依頼状 収受。 

第４回10月の川柳最優秀賞・発表・景品贈呈 

     最優秀賞 『 認知症  散歩と川柳    良き薬 』  福居恵美子会員 

    優秀賞  『 満月や  明るく煌めく  名幹事 』  石川千賀男会員 

 

 

高見会長より福居会員（最優秀賞）新米ゆめぴりか 

                  （高見会長自ら今朝精米）贈呈！ 

高見会長より石川会員（優秀賞）景品贈呈！ 

♪ Happy Birthday to You ♪ 

竹村陽子親睦委員長 

  

 小柳裕子会員  11月 3日生まれ 

 河﨑高麗男会員11月12日生まれ 

 高見一典会長  11月12日生まれ 

 竹村陽子会員  11月24日生まれ 

 

 

 心からお誕生月おめでとうございます。 

「他にも南瓜・馬鈴薯等々盛り沢山の景品贈呈！」 

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   



7: 45 食事と 懇談

8: 00 臨時総会

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

朝食     menu 

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

食後の至福  smoke 

次年度役員改選方法についての臨時総会が行われました。 

従来通り選考委員会発足にてとりすすめることに決定。 

選考委員会メンバーは下記の通りです。 

                      ：高見一典会長・小柳裕子直前会長・竹村陽子会員、 

                       ：石川千賀男会員・河﨑高麗男会員。  

                       ：書記・宮永憲一幹事 

                                                       以上。 

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



8: 10 委員会
 ス ピ ーチ

8: 20 ３ 分間

 ス ピ ーチ

笹川和廣会員     

                        これが「北海道弁」だべさ   富良野方面 

北海道には多くの「方言」がそんざいしますが、道産子の多くが標準語をしゃべっていると信じている人が多 

いようです。そして、北海道のなかでも地域によって微妙な違いがあるようです。 

「な～んも、オレなんかいっつも標準語だべさ。なしてそったらこと言うのよ。はんかくさいんでないの？」 

と、北海道弁丸出しで語る愛すべき道産子たちがいます。 

戦中・戦後生まれの生粋の道産子たちが日常無意識に使っている言葉のなかに、どれほど多くの「方言」が 

含まれているかという衝撃の事実や、かくも豊かな表情に満ちた北海道弁の数々を、「なまら」や「ザンギ」 

のごとく全国区へと昇格させ、やがて日本中がこのユーモラスでチャーミングな北海道弁で満たされるといい 

と思いませんか！ 

ここで、旭川・上川地方ではあまり使われない「北海道弁」を、いくつか紹介します。 

 

 

 

start 

大久保昌宣財団委員会委員長 

ロータリー財団とは  

ロータリー財団は、アーチ C. クランフによって創設されました。 

1917年、アーチ C. クランフ国際ロータリー会長は、「世界でよいことをするために」 

基金の設置を提案。1928年、5,000米ドルにまで成長したこの基金は、「ロータリー財 

団」と名づけられ、国際ロータリーから独立した別機関となりました。 

 ロータリー財団の使命 ：「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教育への支援 

を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにする 

こと」 ロータリー財団の標語 ：『世界で良いことをしよう。』（Doing good in the 

 world）   

 財団の成長 

1929年、財団は初の補助金500ドルを国際障害児協会へ贈りました。この協会は、ロー 

タリアンだったエドガー F. “ダディー” アレンが創設したもので、後に「イースタ 

ー・シールズ」（米国の慈善団体）となりました。 

1947年、ロータリー創設者のポール・ハリスが亡くなると、多くの人びとから国際ロー 

タリーに寄付が寄せられました。この寄付は「ポール・ハリス記念基金」となって、そ 

の後のロータリー財団の発展のために役立てられました。 

財団プログラムの変遷 

1947年 

財団初のプログラム「Fellowships for Advance Study（高等教育のためのフェローシ 

ップ）」を開始。このプログラムは後に「国際親善奨学金」として知られるようになる。 

1965～66年 

財団が新たに「研究グループ交換（GSE）」「Awards for Technical Training（技術研修のための補助金）」 

「Grants for Activities in Keeping with the Objective of The Rotary Foundation（ロータリー財団の目的 

を果たす活動のための補助金、後の「マッチング・グラント」）」の3つのプログラムを開始。 

1978年 

「保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）補助金プログラム」を開始。3-H補助金のプロジェクト第一号として、フ 

ィリピンの600万人の子どもたちにポリオの予防接種を実施。 

1985年 

全世界でポリオの撲滅をめざす「ポリオプラス・プログラム」を設置。 

1987～88年 

初めての平和フォーラムが開催され、これが「ロータリー平和フェローシップ」創設のきっかけとなる。 

2013年 

世界中のロータリアンがグローバルなニーズに応えられるよう、新しい補助金モデル（地区補助金、グローバル 

補助金、パッケージ・グラント）を導入。 

 

※パッケージ・グラントは２０１４年１０月をもって終了。 

1917年に26ドル50セントの寄付から始まったロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を受けるほどの大きな財団 

に成長しました。財団はこうして多くの方々に支えられ、人道的分野や教育面での支援活動を続けています。 

当クラブでも、年次寄附目標を1人当たり２００＄以上としています。 

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

                       

  

ポリオ撲滅 

ロータリアンはこれまで、122カ国、20億人以上の子どもたちへのポリオ予防接種を支援してきました。わずか 

60円ほどのワクチンで、一人の子どもを生涯、ポリオから守ることができます。 
 



8: 23

8: 24 ニコ ニコ

 ボッ ク ス

8: 26 出席報告

総員 2７名

出席 2４名

88.89%
総員 27名

出席 25名

92.59%
91.25%

8: 28 伝達事項

8: 30 点   鐘

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

  第1057回例会
　　11月 5日

  出席率
  第1055回例会
　　10月 22日

  出席率
実績平均出席率（10月22日現）14回

本日の出席

修正出席

 

 

 

       ①「なまら」→すごく、非常に 

      “いやあ、今日はなまらしばれるんでないかい” 

② 「おだつ」→はしゃぐ、ふざける 

      “あんたは、ちょっとほめると、すぐそやっておだつんだから” 

③「はんかくさい」→愚かな、間抜けな 

      “またそんな派手な服かって、はんかくさいんでないかい” 

④「こく・こいて」→～する 

      “また二日酔いだって？ あんまり調子こいて飲むからよ！” 

⑤「いづい」→はがゆい・違和感がある 

     “パンツのゴムがきつすぎて、いずいんだわ」 

     “入れ歯の具合がどうも調子が悪くてさぁ、なんかいづいんだなあ」 

⑥「あずましい」→気持ちがいい、居心地がいい 

     “やっぱり、モーニングロータリーが、一番あずましいんでないかい！” 

 

   ♪ 
          ♫  
                      ♪ 
                   

平成２７年１１月５日現在累計金額   

                            金 １４３,５００円  

竹村陽子親睦委員長 
 

桑原義彦クラブ例会運営委員長  （代）河﨑高麗男会員 

 

※ メークアップ     

 （敬称略）    １０月３０日 小野寺康充（旭川RC) 

    

                                   

笹川和廣会員 

本日のニコニコボックスはございません。 

宮永憲一幹事 

高見会長終礼点鐘お願い致します。 
  

stop 

高見一典会長終礼点鐘 


