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2015～2016年度（第２３期） 会長 ： 高見 一典
幹事 ： 宮永 憲一
２月の月間 テーマ

平和と紛争予防-紛争解決月間
3クラブ合同例会

夜間例会(8)
時間

第 1070 回 例会 №２９
平成２８年 ２月 １８日 （木） 18：30～20：30
場所 アートホテルズ旭川 ２F ザ・イーストルーム

ス ケ ジュ ール

受 付

アートホテルズ旭川 ２Fからの旭川市内・緑道
18: 30 開会宣言

点

鐘

小柳裕子 MRC SAA

３クラブ合同例会受付

本日は合同例会につき代表して会場監督を務めさせて頂きます旭川
モーニングロータリークラブの小柳でございます。
どうぞ宜しくお願い致します。
それでは只今より
旭川東ＲＣ第2115回、
旭川東北ＲＣ第1719回、
旭川ＭＲＣ第1070回。
3クラブ合同例会を開催致します。高見会長 点鐘をお願い致しす。
本日のロータリーソングは”それでこそロータリー”です。

♪それでこそロータリー♪
18: 33 ロ ータ リ ー
ソ ング

♪
♫
♪
高見一典旭川モーニングRC会長点鐘

時間

ス ケ ジュ ール

18: 40 会長挨拶

18: 47 会長挨拶

皆様今晩は。本日は事業年度としては最後の３クラブ合同例会となりますが、ご参 旭川モーニングロータリークラブ
第1070回例会会長挨拶
加を頂きました東ＲＣ皆様、東北ＲＣ皆様には時節柄大変お忙しい中、多数のご参
高見一典会長
加を頂きましたこと、併せまして親・兄弟クラブとして日頃から多大なご指導とご
協力を頂いておりますことに際し、この場をお借りし心から深く感謝と御礼を申し
上げます。ホストクラブとして当クラブが本日の設定をさせて頂きましたが、当ク
ラブ会員の多くが現在インフルエンザにかかり、現２６名会員中、１２名の参加と
少ない状況となりましたことをお詫び申し上げます。このあと、木俣会長と藤原会
長のご挨拶もありますので短めの挨拶とさせて頂きますが、１点だけお話しさせて
頂きます。先般、第５７回旭川冬まつり並びに氷彫刻世界大会が期間中、天候にも
恵まれ無事に閉幕しました。今回は旭川市観光大使にも任命されました旭川市出身
お笑い芸人でブレーク中のとにかく元気で明るい安村君も来旭し、冬まつり会場で
も出演して頂きました。近年アジア諸国を含め旭川市への観光客入込数が円高傾向
の影響もあり、急激に伸びている状況で、本年度は過去最高の観光客入込数が予想
されています。こうした背景から今年の冬まつりは過去最高の人出となったと思い
ましたが、担当部局にお聞きしますと、約９３万７千人で過去５番目の人出という
ことでした。過去最高の冬まつり観光客入込数を記録したのは、８年前の２００８
年で、この時もお笑い芸人で「そんなの関係ね～！」で大ブレーク中でした小島よしおさんで、期間中約１０５万人を
記録したのが最高ということでした。最後に、今夜の合同例会が限られた時間内ではありますが有意義な時間となりま
すよう、また３クラブの益々のご発展と本日ご参加頂きました会員皆様のご多幸とご健勝を祈念致しまして、開会のご
挨拶とさせて頂きます。宜しくお願い致します。

旭川東ロータリークラブ
第2115回例会会長挨拶
木俣一明会長

今日はモーニングRCの皆さんにはお世話になります。また東北RCの皆さんよろしくお
願いします。この年度がスタートして早や8か月、段々ネタが切れてきました。少し前
に作家の林真理子さんの講演を聞きましたが、彼女の頭の中はいつも「どこかにネタ
がないか、ネタネタネタ・・・」とネタ探しでいっぱいだそうです。何となくその気
持ちもわかるような気がします。先日ネットで面白いニュースに目がいきました。
ついに洗って乾燥して最後たたんでくれる完全自動洗濯機が発売されるそうです。
作っているのはパナソニックと共同開発しているベンチャー企業です。一般家庭の洗
濯を一人で担当したとして、一生に費やす時間は平均18,000時間、そのうちたたむ時
間はその半分の9,000時間、この時間は１年に相当するので、この新しい洗濯機を使う
と人生の１年間を他のことに有効活用できる、とのうたい文句です。2016年に先行予
約が始まるとのこと。価格は高級家電並みに抑えるそうです。
また、へき地で無人の自動運転タクシーが2020年の実用化を目指しているそうです。
これからどんどん色んな分野で自動化が進んでいくことでしょう。と読んで考えてい
るうちに少し不安になってきました。お寺の自動化やお参りの自動化が起こったら大
変ですね。お参りロボットとか。私が必要なくなってしまいます。自分が誰かに必要
とされる存在であり続けるよう努力しなければならないと思いました。ロータリーも社会から、もしくは助けを求め
ているどこかのだれかから必要とされる存在であり続ける為、地味でもしっかりと活動していきたいと思います。

18: 53 会長挨拶

旭川東北ロータリークラブ
みなさん、こんばんは。
第1719回例会会長挨拶
旧年中は東クラブ、モーニングクラブの会員の皆様方には何かとご指導ご協力を頂
藤原貞雄会長
いてる事にお礼申し上げますと 共に本年もどうかよろしくお願い申し上げます。
最近の積雪ですが、ほぼ毎日の様に雪が降り年前は量が少なか ったので除雪が楽か
なと思いきや、現在の降雪量が約３m60cmで昨年より90cmも多い気象庁のデータが
出ておりました。
冬期間の運動不足の方々には、良い運動になったのか、どうですか。
ちなみに私の家にはロードーヒティングで雪かきは車庫の前だけで運動不足です。
永山のスポーッアカデミーでトーレニングを週 １～2 回通っております。大変お粗
末でした。今夜はモーニングクラブの心づくしの合同例会でご ざいます。
お世話項いた皆様にお礼を申し上げ、最後の３クラブ合同例会を楽しませて頂きます。
宜しく お願い申し上げます。

19: 08 会務報告
19: 10 ニコ ニコ
ボッ ク ス

本日はございません。
各ク ラ ブから の親睦委員会よ り ニコ ニコ ボッ ク ス の報告を お願い致し ま す。
竹村陽子親睦委員長
高見一典会長
竹澤元男会員
竹村陽子会員
河﨑高麗男会員

三クラブ合同例会を祝し.
久しぶりの合同例会、東クラブ、東北クラブの皆様ようこそおいで頂き
ご苦労様です。
皆様ようこそ、本日はＭＲＣの主催での夜間例会でございます。
今年も皆様お元気で仲良くして下さい。
今年度最後のサンクラブ合同親睦例会、ロータリーをもっと楽しみまし
ょう。ロータリアンの皆さん 有難うございます。

平成２８年２月１８日現在 累計金額

19: 12 出席報告

河﨑高麗男クラブ運営委員長

本日の出席

※メークアップ（敬称略）
2月4日
木村和哉（旭川東北RC）
2月15日
武田昭宏・安井裕子
（旭川南RC)

19: 15 閉会宣言

金２４１,５００ー円

修正出席

第1070回例会
２月 １８日
出席率
第10６ ９ 回例会
2月4日
修正出席率

今年度（ 23期） 実績平均出席率
（ ２ 月４ 日迄） ２ ８ 回

総員 2６ 名
出席 １ ２ 名
46. 15%
総員 2６ 名
修正出席2３ 名
88. 46%
89. 47%

小柳裕子旭川モーニングロータリークラブSAA

点鐘
以上をもちまして
旭川東ＲＣ第2115回、
旭川東北ＲＣ第1719回、
旭川ＭＲＣ第1070回。
3クラブ合同例会を終了致します。

♪
♫

３クラブを代表いたしまして高見会長 点鐘をお願い致しす。
19: 20 懇親会
乾杯

３ ク ラ ブ 合 同 懇 親 会
竹村陽子旭川モーニング
ロータリークラブ親睦活動委員長
我が旭川モーニングロータリークラブの女性陣からバレンタインデー
のチョコを心ばかり皆様全員にプレゼントしたく思います。
乾杯の御発声を河﨑高麗男会長エレクト宜しくお願い致します。 乾杯の御発声
河﨑高麗男会長エレクト
皆さん今晩は、ただ今紹介を頂きました。旭川モーニング
ロータリークラブの河﨑でございます。親子３クラブ合同親睦例
会今年度も最後になりますが、いつも旭川東ＲＣと旭川東北ＲＣ
の皆さんには、ご指導ご鞭撻を賜り有難うございます。今日は、
当クラブ親睦委員会が楽しい親睦会にと趣向を凝らして御もてな
しをして頂けると楽しみにして戴きたいと思います。
それでは乾杯をさせて頂きます。３クラブの益々の繁栄と本日ご
参会の皆さんのご健勝と親睦を祝し、ロータリーを楽しみましょう。
乾杯！！！

乾杯

3 クラブ全員乾杯！！！

19: 25 懇親会

懇親会 テーブル２

懇親会 テーブル１

懇親会 テーブル４

懇親会 テーブル３

懇親会 テーブル6

懇親会 テーブル５

懇親会 テーブル 7

19: 50 余興
芋ゴ ルフ

３クラブ 各テーブル対抗 ポテ・ゴルフ大会

３クラブ テーブル対抗 ポテ・ゴルフ大会

３クラブ テーブル対抗 ポテ・ゴルフ大会 採点表

３クラブ テーブル対抗 ポテ・ゴルフ大会

優 勝 ！！！

竹村陽子親睦活動委員長
ポテ・ゴルフ大会司会

♪♪ 手に手つないで ♪♪

20: 20 手に手
つないで

♪

♪

♫

♫
♪

♪

3クラブ代表による指揮者

♪♪ 手に手つないで ♪♪
20: 30 結びの言葉

木俣一明旭川東ロータリー会長

３クラブ合同 例会 ３本締め！！！
広報委員会 ：佐々木 靖文（長） 脇坂 慎一 笹川 和廣

