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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

夜間例会(6)
時間 ス ケジュ ール

  受  付

18: 00 開会宣言
 点     鐘

18: 03 ロ ータ リ ー

ソ ング

18: 06 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

疾病予防と治療月間12月の月間 テーマ

        第 1063 回 例会    №22

場所  アートホテルズ旭川  ２Ｆ  ザ・イーストルーム

   平成２７年 12月 17日 （木） 18：00～20：30

年末ファミリーパーティー ローターアクトと共に

”只今より 

旭川モーニングロータリークラブ 

第1063回例会を開催致します。” 

 

”高見一典会長  

    点鐘をお願い致しす。” 

受付・左から今井・竹村・飯塚会員・高見会長・坂本会員・林事務局 

妹尾佳晴 会場監督 

高見一典会長点鐘 

   ♪ 
        ♫  
                 ♪ 

♪ かけ橋は私たち ♪ 

  本日の 

”四つのテスト”は 

  宮永憲一幹事です。 

”宮永幹事お願い致します。” 

 

飯塚・林事務局・坂本会員 



時間 ス ケジュ ール

18: 08 会長挨拶

18: 10 会務報告

18: 11 次期役員

理事委員長
紹介

18: 20 ニコ ニコ

ボッ ク ス
坂本信一親睦委員 

高見一典会長  ：メリークリスマス。今日は楽しみましょう。 

竹村陽子会員  ：メリークリスマス。みなさまようこそ。クリスマスをおおいに楽 

                しんで良いお年を迎えましょう。 

小柳裕子会員  ：先日は川柳で賞を頂きありがとうございました。 

                今日は親睦委員会の皆様ありがとうございました。 

飛弾野正幸会員：1年間お世話になりました。多くで出席させて頂きます。 

石川千賀男会員：楽しいクリスマスファミリーパーティ！！にしましょう。 

林雅美会員    ：2度目のクリスマスファミリーパーティー楽しみにしていました。 

高見一典会長 

お晩でございます。今日はこの例会終了後に年末恒例のファミリー・ク 

リスマス・パーティーを開催しますが、過去はご家族の方全員参加のも 

とで例会も行っていましたが、今回は会員のみでの通常例会とさせて頂 

きました。さて、本年２０１５年もクリスマスまでは一週間、年内も早 

残り２週間で終わりとなりますが、会員皆様は年の瀬を迎え何かとお忙 

しい毎日を過ごされていることとと思います。今年一年を振り返って皆 

様はどういう一年だったと感じられているでしょうか？ 

先週例会時に、今年一年の漢字の話をさせて頂きましたが、京都清水寺 

での１５日発表の漢字一字は『安』でした。応募総数中、約５，６００ 

票で一番多かったということです。今夜は楽しいひと時となりますよう 

祈念申し上げ、挨拶と致します。 

宮永憲一幹事 

１）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№３０５ 収受。 

 

2016～17年度 役員・理事・四大奉仕委員長の発表 

 2016～17年度会長 河﨑高麗男会員 
クラブ定款第10条 第4節―役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、  

 幹事、会計とし、会場監督を役員に含めることができるとあり、旭川モーニングＲＣ 

 は以上の役職者の役員６名と決定しています。このうち、会長、直前会長、会長エレ 

 クト、副会長、および幹事は、全員理事会のメンバーとする。また、会計および会場 

   監督は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーとすることができる。と有 

 り細則 第2条 理事会は本クラブの管理主体は、11名から成る理事会とすると改正さ 

  せて頂きました。理事会は、少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト（副会長兼 

    務）、幹事、会計で構成され、新たに６名の理事で構成する事になっておりますので 

  理事の発表させて頂きます。◍友重正親会員、◍武田昭宏会員、◍石川千賀男会員、◍小 

    柳裕子会員、◍宮永憲一会員、◍井上雄樹会員、以上6名です。理事運営に宜しくお願い 

致します。 

                        役員及び４大委員長の発表をいたします。 

                        ◍直前会長 高見一典 ◍会長 河﨑高麗男 ◍副会長 安井裕子 ◍幹事 小川伸治  ◍会計大久保昌宜 

                     ◍ＳＡＡ  友重正親   ◍監事 小柳裕子 高見一典     ◍クラブ奉仕委員長 安井裕子  

                        ◍奉仕プロジェクト委員長 石川千賀男   ◍財団米山推進委員長 宮永憲一  ◍会員組織委員長 高見一典 

                          以上であります。宜しくお願いします。 

        



18: 27 出席報告

18: 30 点鐘

18: 31 フ ァ ミ リ ー

パーティ ー

修正出席

   第1061回例会 総員  27名

12月3日 修正出席22名
修正出席率 81. 48%

  第1063回例会
　 　 12月 17日

  出席率

本日の出席

総員 27名
出席 23名

85. 19%

           実績平均出席率
                （ 12月3日迄） 20回

89. 99%

   ♪ 
        ♫  
                 ♪ 

川﨑高麗男クラブ運営委員長 

メークアップ（敬称略）12月11日 今井孔太・木村和哉（旭川ＲＣ） 

                      12月12日 高見一典・宮永憲一・河﨑高麗男・小川伸治 

                                   （地区ロータリー財団補助金管理セミナー） 

                      12月15日 安井裕子（旭川空港ＲＣ） 

                      12月16日 石川千賀男・今井孔太・安井裕子（旭川北ＲＣ） 

平成27年12月17日現在累計金額 

                       金１８３,５００円 

高見一典会長終礼点鐘 

♪ メリークリスマス  ♪   会員のファミリー ・お出迎えです。 

♪ メリークリスマス  ♪  welcome tO family 



18: 30 開会挨拶

18: 35 会長挨拶

18: 40 乾杯

宮永憲一幹事・乾杯の音頭！！ 

竹村陽子親睦委員長・開会挨拶 高見一典会長・宮永憲一幹事入場 

メリー・クリスマス！会員並びに御家族の皆様、今日は当クラブの 

ファミリー・クリスマス・パーティーに多くのご参加を頂き、心から 

歓迎と感謝の意を申し上げます。今日のパーティーでは竹村親睦活動 

委員会委員長並びに委員会担当皆様には、大変なご苦労と準備等を頂 

き、楽しいクリスマス・パーティーとなるよう企画して頂きました。 

上半期川柳大賞やゴスペルアトラクション、恒例の出展オークション 

も行いますが、ぜひともパーティーを盛り上げ、楽しんで頂ければ幸 

いと存じます。最後になりますが、旭川市も新型ノロウイルスやイン 

フルエンザの流行の兆しがありますので、風邪などひかぬよう体調管 

理には十分気を付けて頂き、良い年をお迎えください。それでは、フ 

ァミリー・クリスマス・パーティーの開宴です。宜しくお願い致します！ 

  

 

高見一典会長 

        乾杯  ！！ 



19: 10 お食事タ イ ム

                         ペガサス・テーブル 

宮永幹事・小柳・川﨑・嵯城・福居・高見会長・小川会員・ファミリー  シリウス・テーブル・脇坂会員・ファミリー 

 アンドロメダ・テーブル・飛弾野会員・ファミリー                      ケンタウルス・テーブル 

   笹川・安井・木村・佐々木会員・ファミリー 

 オリオン・テーブル  石川会員・武田会員・ファミリー               ポラリス・テーブル   

竹村・林・飯塚・坂本会員・ファミリー 

 カシオペア・テーブル  妹尾会員・竹澤会員・ファミリー  スピカ・テーブル  井上会員・今井会員・ファミリー 



19: 55

20: 00

20: 10

川柳 グランプリ 発表 ！と景品贈呈 

The Soul   Expression    （ザ・ソウル・エクスプレッション） 

川島玄起さん＆ゲストの子供たちによる・オークション 

川柳 左から小川・福居・宮永幹事・林会員 

 

前期・川柳グランプリ高見一典会長賞 

川島玄起さん＆ゲストの子供たちによる・オークション 



20: 25

閉会

挨拶

20: 30

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

会員・ファミリー全員による  輪になってのプレゼント交換 閉会の挨拶 河﨑高麗男 次年度会長 

2015年末ファミリーパーティー記念撮影 

Family  Children  来年もまたお会い致しましょうね. お待ちしてま～す♪ 


