
  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 １０６７回 例会  №２６

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   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

職業奉仕月間1月の月間 テーマ    平成２８年 １月 ２１日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

後期活動について  クラブ協議会⑤    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１０６７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 

 

飛弾野正幸会員です。 

飛弾野会員 

お願い致します。 
 

高見一典会長点鐘・小川伸治副幹事 

受付左から林会員・竹澤・小川会員 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 我等の生業♪ 



時間 ス ケジュ ール 高見一典会長
7: 36 会長挨拶

7: 37 会務報告 小川伸治副幹事

7: 38 委員会

報告

7: 45 食事と 懇談

 会員皆様、おはようございます。今日は例会終了後にクラブ協議会を開催し、後期活動 

に向けての抱負を各４大委員長様から発表して頂きます。前期活動におきまして特段なる 

ご協力を頂きましたことをあらためて心より深くお礼と感謝申し上げますとともに、後期 

活動におきましても変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げる次第でありま 

す。あっという間に半期を終えた感はありますが、逆にこれからまだ半期あると思うと長 

きを感じ、複雑な心境です。さて、来月は２月となりますが、オリンピックイヤーはうる 

う年で、来月２月は２９日までとなります。私の友人や知人の中では、うるう年生まれの 

方はいませんが、誕生日会や書類記入等は一体どうしているのでしょうか？駄弁を述べて 

しまいましたが、今日の朝例会開会の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

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１９０ 

  収受。 

 

２）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 

№１２９０～１２９８収受。 

  

 

 

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

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

特別スピーチ  桑原義彦会員 

この3～4日北海道は大荒れになりましたが、いつもは真っ先に荒れる旭川・上川盆地が 

荒れなかったのが、不思議でもあり何か不安を感じています。 

しかし、私は冬をイヤだと思ったことは一度もありません。 

日本には四季がありますが、一番節目となるのが冬であり雪が降ることだと思います。 

半年休むことにより、農地や山の土壌も熟成され春のスタートの活力にもなると思いま 

す。私自身、この雪のお蔭で新年を真っさらな気持でスタートでき、モーニングロータ 

リークラブに出席することで、元気をもらいながら活動していきたいと思いますので、 

今後とも宜しくお願い致します。 

このお話をしている間に、当クラブでもご講演され10年ほど前に他界された、相馬先生 

のお言葉を思い出しました。 

「春は立ちもの、夏は下りもの、秋は巻きもの、そして、冬は根もの」  

有難うございました 

 

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



7: 55 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 食後の至福 smile time 

竹村陽子親睦委員長（代）今井孔太会員 

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

福居恵美子会員 

start 

stop 

    

 ♫  
    ♪ 

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

                                        
                    私ども製餡業は全国に20年前は860社ほどありましたが,今は420社でわずか20年で 

                     半分くらいになりまだ減る見とうしであります。 

                    ちなみに北海道は 1 0 年前には 2 8 社ありまし たが現在は1 5 社で組合の運営をし 

                    ています。どの餡屋も時代の変化に対応すべく生きのこって行く手段、方法の中で 

                    営んでいるのが現状と思います。 

                    従来通りでは立ち行かないことが見えているのですが、変わりゆく社会背景の早さ 

                    に困惑することばかりです。そのような現状の中で我々がかかわるお菓子の消費量 

                    は減っていないのが実情でありますので、自分たちはニーズにこたえる仕事をしてい 

                    くことであります。弊社もお菓子屋さんの原料やとして長年勤めていたのでありま 

すが、それを大事にさせていただきながらも新たな形態を作り出さねばと、工場直売店を設けました。  

今までは製餡に関する設備の導入や入れ替えでありましたが、近年は菓子作りの機会や少し用との高い包 

装機を入れ頑張っています。行政の制度にものづくり補助金制度の施行があり、2点応募しましたら採択さ 

れまして恩恵を被らせていただいています。 

 

最近であったステギなこば 

   仕事はやりがい  

      趣味は生きがい  

        夢は一生涯 

          好きな言葉です。 

私もそんな思いで仕事に生活に取り込み生きているつもりですが、やりがいが実らず、生きがいは、まあいい 

かと流れてしまい、夢ももう先がなくなっている 賞 味期限切れの夢から覚めた毎日を過ごしている感じです。 

そのような私でありますが先代から譲られた会社を次の代に渡すことが今の私の仕事で子孫に美田を残すなか 

れのように美田のないゆづりを行います。 

そうしている自分は本当 に老いてくる体と向き合いこれからの生き方を考えなえでいられません。 

 健康年齢を守りささやかでよい人さまのお役に立てる人であり 続けたいと思い続けているところです。 

 

”株式会社福居製餡所・会社案内より” 



8: 10 ニコ ニコ
 ボッ ク ス

8: 13 出席報告

総員 26名

出席 23名

88.46%

総員 26名

出席 24名

80.77%
89.48%

8: 15 点鐘

8: 15 後期活動

について

ク ラ ブ運営

委員会

  第1065回例会

1月7日

  出席率

  第1067回例会

1月21日本日の出席

修正出席

実績平均出席率（1月7日現）24回
  出席率

   ♪ 
          ♫  
                      ♪ 
                   

平成２８年 １月２１日現在累計金額   

                            金 ２３０,５００円  

竹村陽子親睦委員長（代）今井孔太会員 

桑原義彦クラブ例会運営委員長  

※ メークアップ     

 （敬称略）  1月15日 今井孔太（旭川RC) 

             1月19日 宮永憲一（旭川空港RC) 

本日のニコニコボックス 

桑原義彦会員 ：1月の誕生祝いを頂きましてありがとうございます。 

高見一典会長終礼点鐘・小川伸治副幹事 

旭川モーニングRC 

      例会出席簿 

  ク ラ ブ 協 議 会 (５) 

河﨑高麗男 クラブ運営委員会委員長               後期活動について 

                       

                      クラブ運営委員会としては、会員の輪と明るく元気で楽しいクラブ活動にとのと高見 

                      会長の方針をモットーに三小委員会が一丸となり明るく楽しいクラブにと確認し推進 

                      して行きます。 

                   例会運営委員会としては、新しくなったロータリー月間に合わせテーマに沿った委員 

                   会スピーチで月間の意義と目的について皆さんに理解と推進して行きたいと想ってい 

                   ます。特に、後期は委員会スピーチを数多く予定しており、新しい月間としてスピー 

                   カには２０分の最低時間を用意しておりますので勉強して皆さんに理解を深めるよう 

                   お願いいたします。 

                   親睦委員会では、後期は春の花咲く最良の日の観桜会５月最終例会日を楽しい親睦例 

                   会にと予定しているようですし、又６月２３日は創立記念同伴の夕べも趣向を凝らし 

た楽しい同伴の夕べにと親睦委員会は張り切って居るようで有りますので楽しみにしております。 

 



8: 20 会員組織

委員会

8: 25 奉仕活動
委員会

8: 30 終了

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

           奉仕活動委員会                 

後期活動について 

1月は職業奉仕月間でありまして、この間、林雅美職業奉仕委員長にすばらしいス 

ピーチをしていただきました。２月は平和と紛争予防・紛争解決月間この委員会ス 

ピーチは竹澤国際奉仕委員長にスピーチをいただくことになっています。３月は水 

と衛生月間 これも国際奉仕委員会の担当になりますが、これは私が少し勉強して 

スピーチをしたいと考えています。 

４月母子と健康月間これは井上社会奉仕委員長にスピーチをいただく予定になって 

います。さらに５月は 青少年奉仕月間ですが、なぜかスピーチがありませんので、 

木村委員長安心してください。６月は、社会奉仕委員会担当の例年恒例のボランテ 

ア塗装がございます。たくさんの皆さんのご参加を今からお願いしておきます 

尚、職業奉仕委員会としては、高見会長の任期期間中に議会の傍聴をいたし、 

議員の勇姿を比肩したいと思っていますが、日程を調整の上理事会に諮りたいと考 

えています。 

 

                         本日の後期活動計画発表にあたりまして小委員会の会員増強委員会と会員研修委員会 

                         から活動目標を頂いておりますのでそれを基に発表いたします。それでは委員長：武 

                         田昭宏 会員であります会員増強委員会のほうから発表いたします。 

                         今年度会員数を３０名にする目標が年度スタート時２８名から現在２６名と逆に会員 

                         が減りました。佐藤さん、小野寺さんですがこの２名の退会は仕事上の止むを得ない 

                         事情でありますが誠に残念です。年も明けました。前向きにエンジン全開で前進して 

                         行きたいと思っておりますので会員皆様より候補者等の情報提供をお待ちしておりま 

                         す。会員増強は何の為にするのでしょうか。仲間が増える会員が増えることは楽しい 

ことであります。その楽しい事を平常心で言うと「クラブの活力のため」と「奉仕の実践のため」であると思いま 

すし、もう１点大切な事は奉仕の実践のための運営上の「活動資金」のためではないでしょうか。奉仕が得られる 

、自分を高められる友人を増やし又異業種の人達との交流を楽しむ事が必要不可欠ではないでしょうか。 

会員増強はﾛｰﾀﾘｰ全体の最重要課題であります。全会員一丸と成って連続性のある力強さを会員増強にぶつけて実 

行致しましょう。熱意をもって行動に移しましょう。必ず結果はついて来ます。続きまして会員研修委員会ですが 

今年度は前期１回、後期１回の予定でしたが後期に２回実施したいと考えております。とにかく研修と言ったら難 

しい話をするような研修ではなく楽しく研修を実施いたいと考えております。 

第一回目は２月２５日に夜間でこの会場で行いたいと思っております。  

内容は１．ﾛｰﾀﾘｰの組織・歴史・特典について 

      ２、ﾛｰﾀﾘｰの目的の意味・「四つのテスト」の理解  

      ３、ﾛｰﾀﾘｰの用語・・・米山記念奨学金・ﾛｰﾀﾘｰ財団と国際奉仕、 

この３点について研修を行う予定ですのでご期待ください。 

尚一回目は４月中に考えております。宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

  

 

広報委員会では、クラブ会報で地域の皆さんにもホームページを活用してクラブの活動を理解してくれるよう 

に発信して、また例会に出席できなかった会員にも例会の内容がよく理解できる様にと考え、見ればすぐ例会 

に良さ楽しさが解るように推進して行き例会出席アップを目指して頂けるとの事であります。 

  さらに明るく楽しくクラブ活動でもっとロータリーを楽しめるよう進めて行きます。 

  

 

小柳裕子会員組織委員会委員長 

石川千賀男奉仕活動委員会委員長 

ク ラ ブ 協 議 会 


