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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(７)
時間 ス ケジュ ール

  受  付

18: 30 開会宣言
 点     鐘

18: 32 ロ ータ リ ー

ソ ング

18: 36 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

職業奉仕月間１月の月間 テーマ

        第 10６５回 例会    №2４

場所  アートホテルズ旭川  ２Ｆ  ザ・イーストルーム

   平成２８年  １月  ７日 （木） 18：３0～20：30

新 年 交 礼 会  

”只今より 

旭川モーニングロータリークラブ 

第1065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・左から竹村・竹澤・桑原・飯塚・坂本会員・林事務局 

妹尾佳晴 会場監督 

高見一典会長点鐘・宮永幹事 

   ♪ 
        ♫  
                 ♪ 

♪ かけ橋は私たち ♪ 

  本日の 

”四つのテスト”は  

  竹村陽子会員です。 

”竹村会員お願い致します。” 

 

竹村・林・小柳・安井会員 



時間 ス ケジュ ール

18: 40 会長挨拶

18: 42 会務報告

18: 50 誕生祝

記念品贈呈

19: 00 3分間

ス ピ ーチ

19: 03 ニコ ニコ

ボッ ク ス

ニコニコボックス御芳志者 

 

高見一典会長  ：新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

宮永憲一幹事  ：本年もよろしくお願い申し上げます。 

友重正親会員  ：明けましておめでとうございます。今年もよろしく。長い間休みましたので。 

竹村陽子会員  ：あけましておめでとうございます。本年も皆様すこやかにお元気で。 

福居恵美子会員：あけましておめでとう。今年も老婆をよろしくお願いします。今年は突然の 

                欠席で申し訳ありません。 

小柳裕子会員  ：あけましておめでとうございます。お陰様で昨年たてた目標を達成する事 

                が出来ました。ありがとうございます。 

河﨑高麗男会員：皆さん明けましてお目出度うございます。今年も楽しく過ごし活動しましょう。

竹澤元男会員  ：我ロータリー高見丸船長に操艇士宮永さん、機関長妹尾さん後半年です頑張っ 

                て下さい。会員の皆様明けましておめでとうございます。 

飛弾野正幸会員：昨年中大変お世話になりありがとうございます。本年も頑張ります。 

小川伸治会員  ：今年ももれなくお世話になります。 

笹川和廣会員  ：あけましてお目出度うございます。今年もよろしくお願い致します。 

林雅美会員    ：本年もどうぞ宜しくお願い致します。15年？ぶり和服を着る機会が有りました。

                ありがとうございます。 

会員皆様、新年明けましておめでとうございます！昨年暮れの大晦日、平成28年の新年 

三が日は近年にない穏やかな日となり、御家族皆様で和やかなお正月を迎えられたこと 

と思います。また、新年早々皆様にお詫びを申し上げますが、昨年12月24日の最後の例 

会ですが、間も無く例会会場当ホテルに到着する際、父が入居している介護施設から様 

態が思わしくないとの連絡が入ったため、上半期を振り返ってのクラブフォーラムを急 

遽欠席となりましたことを心からお詫び申し上げます。この例会終了後は、当会員広報 

委員長でもあります佐々木靖文師範によりますお茶会を別室の和室で開催し、お正月気 

分を盛り上げて頂く予定です。最後に、２０１５－１６年事業年度も残すところ半年と 

なりましたが、引き続き会員皆様の特段のご理解とご協力をお願い申し上げますととも 

に、当会の益々の繁栄と本日ご参会皆様の末長いご多幸とご健勝を祈念致しまして挨拶 

とさせて頂きます。 

宮永憲一幹事 

１）国際ロータリー第２８３０ガバナー事務所より、地区大会記録誌 収受。 

２）国際ソロプチミスト旭川より、旭川認証４０周年記念誌並びに２０１４年度 

    活動記録の会報誌 収受。 

  

 

平成28年1月7日現在累計金額 

                       金２２３,５００円 

♪ Happy Birthday to You ♪ 

妹尾佳晴会員   1月 1日生まれ 

宮永憲一幹事   1月 8日生まれ 

桑原義彦会員   1月27日生まれ 

石川千賀男会員 1月28日生まれ 

 

"皆さま心から 

お誕生月おめでとうございます。" 

 

竹村陽子親睦委員長 

竹村陽子会員 

坂本信一親睦委員 

高見一典会長 



18: 08 出席報告

19: 15 点鐘

19: 20 初釜

高麗
コウライ

卓
ジョク

19: 43 終了

総員 27名
出席 23名

88. 46%

総員  27名

修正出席24名
89. 36%

89. 36%

本日の出席

修正出席

  第1065回例会
　 　 １ 月 7日

  出席率

   第1064回例会

12月24日
修正出席率

     実績平均出席率
          （ 12月24日迄） 23回

     ♪ 
           ♫  
                       ♪ 

桑原義彦例会運営委員長 

メークアップ（敬称略） 

12月24日 福居恵美子 

        （旭川東北RC） 

12月28日 竹村陽子 

        （旭川南RC) 

                       

                       金２２３,５００円 

高見一典会長終礼点鐘 

佐々木靖文会員の薄茶点前（裏） 小柳裕子会員の薄茶点前（表） 

石川千賀男会員の薄茶点前（裏） 

”福寿海無量” 
   積應和尚筆 

 
林雅美会員の薄茶点前（裏） 

第13回 旭川モーニングロータリーお正月茶会 

茶席の雰囲気 茶席の雰囲気 

茶席の雰囲気 



19: 45 開会挨拶

18: 47 会長挨拶
18: 50 乾杯

19: 50 ご祝儀太鼓

神楽岡太鼓

保存協会

20: 30 閉会

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

   ”おめでとうございます！” 

高見一典会長・乾杯の音頭！ 

竹村陽子親睦委員長挨拶 坂本信一親睦委員司会 

茶席の雰囲気 

乾 杯 ！ ！ 

高見会長より神楽岡太鼓保存協会の皆様にご祝儀 

河﨑会員による関東一本締め！ 一 本 締 め ！ 

木村・妹尾・石川会員・宮永幹事・高見会長・林事務局 

 
小柳・河﨑・飛弾野・桑原・井上・林・竹澤会員 

 

今井・安井・竹村・嵯城・佐々木会員 

 

小川・脇坂・坂本・友重・笹川・飯塚会員 

 

新
年
交
礼
会
 

竹村・林会員・林事務局・小柳・安井会員 

ご祝儀太鼓披露（神楽岡太鼓保存協会・坂本信一会長） 


