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              2015～2016年度（第２３期）   会長 ： 高見 一典     幹事 ： 宮永 憲一         第 １０６４回 例会  №２3

本日の例会プログラム

時間 ス ケジュ ール 5

受  付

7: 30 開会宣言

7: 30 開会宣言   妹尾佳晴 会場監督  

7: 31 点鐘

7: 32 ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 34 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    平成２７年 １２月 24日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

前期を振り返って  クラブ協議会④    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１０６３回例会を 

開催致します。”     

 ”河﨑高麗男副会長  

 点鐘をお願い致します。” 

本日の 

”四つのテスト" は 

林雅美会員です。 

林会員 

お願い致します。 
 

 

河﨑高麗男副会長点鐘 

受付・左から石川会員・林事務局・嵯城・坂本・飯塚会員 

          

            ♫   
                 
♪ 

                ♪ 我等の生業♪ 

     morning coffee 



時間 ス ケジュ ール 河﨑高麗男副会長
7: 36 会長挨拶

7: 37 会務報告 宮永憲一幹事

7: 38 委員会

報告

7: 40 表彰

 

          

 皆さんおはようございます。今、高見会長より欠席の連絡が入り私が 

急遽会長挨拶をする事になりましたが何も用意しておりません。昨日 

はこの旭川も急に－17度近くなり、所によっては－20度を超えた所も 

有ったようですが、今日は－6度と非常に暖かく感じられますが、最 

近特に風邪をひいて大事に持っている方が多いようですが、皆さんは 

如何でしょうか。 

年末を迎えるにあたり、健康に留意され新年を迎えて頂きたいと思い 

ます。会長挨拶に代えさせて頂きます。 

 

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１８９収受。 

２）一般財団法人比国育英会バギオ基金より、２０１４年度事業報告 

    書並びに基金への寄付協力依頼状 収受。 

３）１月中市内他ロータリークラブ例会変更通知（別紙配布） 

”皆様のおかげで、小柳年度の活動報告が年内に間に合いました。 

  心より感謝申し上ます。” 

  

  最後に一句。竹澤会員の作です。 

 ”報告書 裕子と生きた 一年間” 

 

          ” ありがとうございました” 

 

嵯城俊明会員 

ロータリー財団寄付金 （2015年12月24日）） 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン 

★マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

      ７回目 福居 恵美子会員  

      ３回目 妹尾 佳 晴会員 

      ２回目 石川 千賀男会員  

      １回目 安井 裕 子会員                  

  

米山記念奨学会寄付金  

 感謝状 

★米山功労者   

第３回 マルチプル  武田 昭 宏会員 

第２回 マルチプル  福居 恵美子会員  

第２回 マルチプル  竹澤 元 男 会員  

第１回               石川 千賀男会員 

第１回               高見 一 典 会長 

  

 
マルチプル・ 

ポール・ハリス・フェロー 

1回目・３回目のバッチ 

 



7: 45 食事と 懇談

8: 05 ３ 分間

ス ピ ーチ

8: 08

                          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 talk time 

竹村陽子親睦委員長 （代）坂本信一会員 

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

 

三分間スピーチ ピンチヒッタの依頼が一昨日ありました。未熟者で、まったく心に余裕の 

ない師走のこの時期スピーチを考える時間などどこにもなく困ってしまい今日はクリスマス 

イブなので全くためにはなりませんが、私のクリスマスに思うことをお話ししたいと思いま 

す。先日恒例のファミリクリスマスパーティーとても楽しかったですが私は子供のころから 

クリスマスにいい思い出がありません。と、いうのも実は、私の家族はクリスチャンです。  

正確に言うと父方の林の家が先祖代々カトリックです。それは隠れキリシタンの踏み絵の時 

代にまでさかのぼるらしいカトリックの旧家です。ですが、私の母方の同居の祖父母が普通 

に仏教だったので、子供の頃の家には神棚とお仏壇と十字架が混在していてちょっと、何で 

もありな雰囲気で少しほかの親戚の家より敬虔には欠けていたと思います。 

私の幼稚園は6条の聖母幼稚園で今日の夜は母と一緒に6条教会でクリスマスのごミサにあ 

ずからなければなりません。義務のように言うとふとどきのようですが、サンタクロースの来るクリスマスではな 

くて、救世主の誕生日をお祝いする目的なので厳かな気持ちにはなりますが、楽しいかと言われればそうでもない 

というのが本音です。私の子供たちにもせめてクリスマスと復活祭の2大行事には教会のミサに行くのを義務付けま 

したが、若い男の子が喜んで行くわけもなく見返りのプレゼントをちらつかせてやっと連れて行きした。自分もお 

年ごろには友達のクリスマスの誘いを断ったりイブの夜に彼氏をひとりにして家族と教会へ行くことはハイリスク 

なことでした。現在とは違って昔のクリスマスのごミサは夜の8時から始まり、大勢集まって祈り、神父様の長い説 

教を聞き、賛美歌を歌い2 時間ほどの長いミサが終わると祝賀会が日付が変わるまで幼稚園のホールで、行われそこ 

からもうすでにぐったりしている子供の私たちはそれまで1か月ほど練習させられてきた聖劇というものを披露しま 

す。聖劇とはおなかの大きい聖母マリア様が夫ヨゼフさまとロパを1頭引いてナザレの村からベツレへムに長旅をし 

、宿が見つからずに馬小屋て、出産、そこへ遠い東の国から星に導かれた三人の博士が救世主の赤ちゃんのもとへ 

やってきて羊飼いとともにお祝いするするというものです。ここのところは劇で演じることで記憶し語り継ぐ大事 

な場面です。妊婦のマリア様の移動距離は曲がった道の山越えで旭川から北見市へロパで行くくらいです。旅の理 

由は今でいう住民基本台帳作成のためで、当時の支配者の思いつきです。さらに、支配者は救世主が生まれたとい 

う噂を耳にして2歳以下の男の子はのきなみ抹殺する命令をだし、マリア様一家は子連れでさらに地中海に面したガ 

ザへ移動しそこからエジプトを目指して逃げます。 難民のような脱出ですそこのところまでは子供の劇でしません 

が2000年以上前の話がテレビで見る現代の報道とかぶります。 

わただしく年の瀬を過ごしている私ですが今夜は心をこめて家族と皆さんの健康の次に平和の祈りをささげたいと 

思います。 

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

林雅美会員 

start 

stop 

    

 ♫  
    ♪ 



8: 10 ニコ ニコ
 ボッ ク ス

8: 12 出席報告

総員 2７名

出席 19名

70.37%

総員 27名

出席 22名

81.48%

89.58%

8: 14 伝達事項 特にあり ま せん。

8: 15 点鐘

12月24日

  出席率

  第1062回例会

12月10日

  出席率

実績平均出席率（12月10日現）21回

本日の出席

修正出席

  第1064回例会

   ♪ 
          ♫  
                      ♪ 
                   

平成２７年１２月１０日現在累計金額   

                            金 １８９,５００円  

竹村陽子親睦委員長 （代）坂本信一会員 

桑原義彦クラブ例会運営委員長  

※ メークアップ     

 （敬称略）       ございません。 

本日のニコニコボックス 

武田昭宏会員 ：先週のファミリーパーティー親睦委員の皆さんご苦労様でした。 

                家内・娘夫婦と孫・元気と一緒に参加出来てありがとうござい 

                ました。・感謝！！ 

脇坂慎一会員 ：名札を持ち帰りました。 

井上雄樹会員 ：昨日、引越しましたマンションから一軒家になり広くなりました。 

 

河﨑高麗男副会長終礼点鐘お願い致します。 
  

河﨑高麗男副会長終礼点鐘・宮永憲一幹事 



8: 15

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

クラブ協議会（４） 

会員組織委員会からお話をさせて頂きます 

高見・宮永年度がスタートして早いもので今日で前期が終わりです。本日の振り返りにあたり 

まして会報をずっと読み返してみました。高見会長が目標にした「明るく元気で楽しいクラ 

ブ活動に！」が浸透している様子が見えて参りました。笑顔あり、真剣に取り組む姿ありと 

活力のあるクラブになっていると私は感じました。後期も引き続き楽しく例会をして行きた 

いものです。会員増強委員会と致しましては今年度スタートと同時に今井さんが入会と、 

幸先の良いスタートでしたが９月いっぱいで佐藤さんが退会され、そして１名退会願いが出 

ております。お二方ともお仕事の関係で致し方ありませんが誠に残念なことになりました。 

簡単なことではございませんが１名減の会員数を挽回しなければなりません。会員増強に関 

して、つい私は武田さんに頼ってしまいがちですが会員全員で会員増強に取り組んでまいり 

ましょう。入会希望者がいらっしゃいましたら是非ご紹介して頂きたいと思います。また会 

員研修委員会と致しましては後期例会プログラムに会員研修会を組み、入会して３年未満の新入会員さん中心の研修 

をして行きたいと考えておりますのでご協力の程よろしくお願い致します。以上で簡単ではございますが会員組織 

委員会の前期振り返りとさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

『前期を振り返って』 河﨑 高麗男クラブ運営委員会委員長  

2015～16年度KR･ラビンドランRI会長は、「世界へのプレゼントになろう」とIRテーマを 

掲げ、地区東堂ガバナーは「もっとロータリーを楽しみましょう」と呼びかけました。 

そしてわがモーニングロータリークラブ高見会長は『明るく楽しいクラブ活動に』クラ 

ブ方針を立てられ、クラブ運営委員長は更に会員の輪と和を共に明るくなるようクラブ 

一丸となり他委員会活動にも協力をもって小三委員会一丸となって素晴らしい活動を目 

指しました。 

 

☆例会運営委員会としては、桑原委員長が「出席なくして親睦無し」「親睦なくして奉 

  仕なし」、例会に出席し会員同士がお互いに異議を見出し明るく活動が出来て事故の 

  意識が高められるようにと例会スケジュールを組んで頂きました。目標も地区と連動 

  して濱口委員長が掲げる、例会出席率の向上と起因相互の親睦と友情、会員増強と退 

  会防止、財団米山への協力の理解の３項目を掲げさせて頂き支援して頂きました。 

プログラムにおいては、特に、青少年問題、アクトクラブの今後について、クラブフォーラムを計画し今後の方 

向性など検討して頂けたことは大変良かったと思っています。 

 

☆親睦委員会としては、竹村委員長を中心として、「明るく楽しいクラブの活動になるように」と高見会長の活 

動方針に当クラブがさらに魅力的にとしてアイデンティティに輝くクラブになれる原動力と会員同士の絆がより 

深まる親睦活動をして頂き、キトウシ温泉での夜間親睦仮装カラオケパーティー例会、年末ファミリーパーティ 

ーなど素晴らしい親睦のアイディアで盛り上げて頂きました。 

 

☆広報委員会については、佐々木委員長を中心に、クラブ仲間との『和合と情報の共有』「和合と情報の受発信」 

と目標を掲げ地方出張中もモバイルを活用、会報作成、ホームページをより身近に地域へ発信して頂いています 

。皆さんも毎週見てお分かりの通り素晴らしいクラブ会報を作成して頂いています。会報はクラブ活動の記録です。 

クラブ運営委員会として三委員会の素晴らしい行動を報告させて頂きます。 

 

小柳裕子会員組織委員会委員長 

安井裕子財団・米山推進委員会委員長 石川千賀男奉仕活動委員会委員長 


