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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 国歌斉唱

ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 35 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

水と衛生月間３月の月間 テーマ    平成２８年 ３月 １０日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

委員会スピーチ 水と衛生月間について    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１０７２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 

 

今井孔太会員です。 

今井会員 

お願い致します。 
 

受付左から今井・嵯城・坂本・飯塚会員 

                ♪ 我等の生業♪ 
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♪  君が代  ♪ 

高見一典会長点鐘 



時間 ス ケジュ ール 高見一典会長
7: 36 会長挨拶

7: 38 会務報告

7: 39 委員会報告

7: 40 委員会報告

活動方針

7: 50 誕生月

記念品贈呈

おはようございます。３月に入り朝晩は依然として冷え込んでいますが、日中は強い陽射しと 

なり春の到来を感じさせます。今日はゲストとして公私ともにお忙しい中、旭川西ＲＣクラブ 

の吉良第３分区ガバナー補佐様と当クラブ印刷物で日頃から大変お世話になっております植平 

印刷（株）社長の植平IM運営委員長様に御来訪を頂き、心から感謝と御礼を申し上げます。後 

ほどお二方よりゲストスピーチを頂きたいと思います。さて、一昨日、駅前の旭川西武デパー 

トが正式に撤退表明を致しました。旭川西武は１９７５年８月に開業ということで、４０年間 

旭川市と共に歩んできましたが、大幅な赤字解消の目途が立たず、千葉県柏市西武デパートと 

併せ９月末に撤退するとのことで、大変残念な思いです。跡利用をどうしていくのか、今後の 

ことも含め気掛かりな案件を申し上げ、挨拶とさせて頂きます。 

                         

 前回の例会時に理事会で協議決定致しました旭川ＭＲＣ会則の細則部分及び組織図の改正点を御報告させて頂き、 

会員皆様にはメール送信にて確認して頂くことになっておりました。改正点について御了承頂きますようお願い申し 

上げます。 

 

小川伸治副幹事 

河﨑高麗男会長エレクト 2016～17年度 地区ガバナー活動方針の発表 

♪  Happy Birthday to You  ♪ 

今月の誕生は３月５日生まれ小川伸治会員です。 

 

         ”心よりおめでとうございます。” 

竹村陽子親睦委員長 代役高見一典会長 

高見一典会長 
 

１）国際ロータリー日本事務局経理室より、ロータリーレート変更通知 収受。 

    ３月１日より、１ドル＝１１６円  

２）一般財団法人 比国育英会バギオ基金より、バギオだよりVOL.53 収受。 

３）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№1299～ 

    1304 収受。 

４）社会福祉法人旭川いのちの電話より、広報誌№１２５並びに北海道新聞・一面広告Ｐ 

    Ｒ紙面協賛の礼状・紙面 収受。 

５）旭川・ブルーミントン・ノーマル姉妹都市委員会より、姉妹都市ニュースＶＯＬ.３８ 

   収受。 

 

３月５～６日北見市で2016～17年度の地区チーム研修セミナーが開催され武田会員と私が出席して参りました。この席で2500地区次期ガバナーの

駒形ガバナーエレクトが挨拶に立ち次年度の地区活動方針が述べられました。ジョンＦ・ジャームＲＩ会長エレクトの「人類に奉仕するロータ

リー」と壮大なテーマ受けて、「ロータリーの明日のために、積極的に行動しよう」と発信されました。ロータリーの創始者であるポール・ハリ

スは「ロータリアンは、言葉より行動に心惹かれます」と述べております。ロータリアン一人一人の積極的な行動は、クラブの活力と成ります。

そしてその活力がロータリーの活力と成り、それがやがて大きな原動力と成って地元地域や、世界中の地域社会のために貢献し、さらに世界平和

の推進へと繋がります。まず行動しよう。訴え地区活動目標に10の項目を挙げられました。 

1. 会員増強と維持活動の推進。 

2. ポリオプラス及びロータリー財団への協力。 （ロータリー財団100周年を記念して） 

3. 公共イメージ向上の推進（他団体との提携によるプロジェクトの推進及び地元メディア等を利用した広報活動の推進） 

4. 米山記念奨学会への協力。 

5. 青少年プロジェクトの推進。 

6. 国際プロジェクトの推進。（海外現地のクラブや地区とのパートナシップの構築とプロジェクトの推進） 

7. 各種会合への積極的な参加の奨励 （国際大会、地区大会、地区協議会、ＩＭ，各種セミナー参加への奨励） 

8. 国際ロータリー会長賞挑戦の推奨。 （積極的な挑戦の推奨） 

9. オンラインツール利用の奨励。 （利用と啓蒙の奨励） 

10. 地区事務所常設の推奨。 

以上地区活動を積極的に推進するのでご理解と協力をと発信がありましたので旭川モーニングＲＣもガバナーの方針に沿って活動を推進し

て行きたいと思います。また、ＡＭＲＣ細則改正の承認頂き、ＲＩが求めている五大委員会に組織変更をさせて頂きました。五大委員長さ

んには既に今年度の計画目標設定をお願いして有りますので、出来れば地区協議会までには小委員会を含めた委員会を開催して計画を進め

て戴きたいと思っております、宜しくお願い致します。 

 



7: 50 食事と 懇談

7: 55 川柳大賞

発表景品

          第７回  １月・川柳大賞・発表・景品贈呈 

 

最優秀賞  『 愛妻に  音消しボタン   そっと向け 』 

                                                  飯塚達夫会員（初） 

 優秀賞    『 初日の出  拝んでみれば  名幹事  』 

                                                  石川千賀男会員 

 

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 

                          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 

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

        第８回  ２月・川柳大賞・発表・景品贈呈 

 

最優秀賞  『 大寒の   窓辺の花芽    春を待つ   』 

                                                  福居恵美子会員（2度目） 

 優秀賞    『 川柳で  悩みなやんで  またはずれ  』 

                                                  武田昭宏会員 

 



8: 05 ゲス ト ス ピ ーチ

8: 10 ゲス ト ス ピ ーチ

8: 10 委員会

ス ピ ーチ 石川千賀男会員 

植平有治IM運営委員長 

（旭川西ロータリークラブ） 

新めておはようございます。今回のIMの運営委員長をしている植平と申します。今日MC 

の例会に出させて頂いて思い出したが、昨年IMをMCが担当し南極越冬物語など非常に印 

象というか記憶にに深く残っています。その時は本当にご苦労でした。さて今回のIMで 

すが、ガバナー補佐がほとんどお話をされた通りですので、要点のみ捕捉させて頂きま 

す。今回のIMは普通より閉会時刻を遅らせて午後3時からになります。お間違えない様に 

お願い致します。講演は「東日本大震災から伝えたいこと」と題し陸前高田にお住まいの 

武藤裕子さんにお願い致します。この方は突然に大震災に遭遇し大変な経験をされ、現在 

「震災語り部」として活躍されている方です。また懇親会は第三分区内のロータリアンが 

一同に会する貴重な経験の場ですので出来るだけ楽しい時間になる様考えております。 

なお申込み書がすでに届いていると思いますが実数を把握したいため協力をお願いします。 

本日は貴重な時間をさいて戴きましてありがとうございます。当日のお越しをお待ち申し 

上げます。         

3月は「水と衛生」のロータリー月間です。そして３月２２日は「世界水の日」です。1993年に国際連合総会で設定されました。 

世界各地のロータリークラブが、水と衛生についての活動に取り組む中、今年は人々に安全な飲料水、適切な衛生環境、十分な 

食糧、エネルギーサービスを提供するために、活動しようと、国連が呼びかけています。ロータリーアンは過去２０年間におい 

て、この水問題に取り組み、発展途上国で、およそ、２０００を超える、水と衛星のプロジェクトを実施して来ました。 

現在。イギリス、アメリカ、エジプト、ウガンダ、で進行中の水の浄化のプロジェクトを展開しています。 

 さて皆さん、世界の人口は今どのくらいかわかりますか。約70億人です。世界には229カ国あると言われていますが、日本はそ 

のうち人口が何位くらいだと思いますか。2015年調査 1位中国13.6億、2位インド12.5億、3位米3億、インドネシア2.5億、ブラ 

ジル2億、パキスタン1.8億、ナイジェリア1.7億、バングラデシュ1.5億、ロシア1.4億、10位日本1.2億、15位ドイツ0.8億21位フ 

ランス0.6億、22位イギリス0.6億です。都市の人口 東京3,700万人、ジャカルタ2600万人ソウル2250万人、デリー2220万人、 

上海2,080万人、マニラ2,070万人、ニューヨーク2,040万人で東京が1位です。世界で、普通に水道水 

で飲める国は229カ国のうち15カ国とも言われ、アジアでは、日本とアラブ国連邦の2カ国だけだそう 

です。どうかこのことを、まづ頭に入れて聞いて下さい。さて、地球は水の惑星と言われていますが、 

飲み水として、利用できる水はどのくらいあるのでしょうか。実は９８％が海水で、淡水は２％、そ 

の大部分は南極や北極の氷山などで、私たち陸上の生物が利用できる水は全体の０．０１％にも満た 

ないのです。この貴重な水が枯渇したり、汚染されるとすべての生物が絶滅してしまうという恐れが 

あります。現在世界の人口が約７０億人、そのうちの７億人の人々が、水不足の状況で暮らしていま 

す。不衛生な水しか得られないために、毎日４，９００人(年間約１８０万人)の子供たちが命を落と 

しています。水不足の地域では、干ばつや地下水の減少、湖沼が小さくなるなど、食糧を得るための 

農業用水や飲み水さえ、得られなくなっています。たとえば黄河、中国の第２の大河の農業用水など 

の取り水がましたため、1年の半分以上は河口まで水が流れなくなり、流域の人々が飲料水にも、困 

                           旭川モーニングRCの皆さんおはよう御座います。第3分区ガバナー補佐の旭川西RCの 

                           吉良で御座います。平成5年(1993年)創立以来23年目を迎えて朝から益々元気に活動 

                           されていて2500地区のRCの中ではその元気さはナンバーワンで有ると思います。ク 

                           ラブとして常に出席率は100％に近く、行動的で質の良い纏まりの有るクラブと思っ 

                           ています。昨年は9月24日に公式訪問させて頂きまして楽しいひと時を過ごさして頂 

                           きました。RI 2500地区 東堂 明ガバナーは常々もっとロータリーを楽しもうと言わ 

                           れております。その楽しみ方は、ＲＣの地区行事、IM等の分区の行事、クラブ行事、 

                           国際行事等々に積極的に参加しましょうと言われています。今日は、IMのご案内と 

                           お願いに旭川西RCの植平IM実行委員長共々お邪魔致しました。貴重な例会の時間を 

                           少しお借り致します。IMは皆様もご存知の通り、その目的は近郊のRCが集まり、第 

                           1に会員相互の知識と親睦と面識を広め、会員にRCの情報伝えると共に奉仕の理想を 

勉強するために開催されます。今回は5年を経過した東日本大震災に関する講話をメーンに考えています。第3分区 

は余り、津波、地震、とかはほとんどない場所ではありますが、未曽有の被害を出した、この1000年に1度と言われ 

ている災害の話を実際に経験した方より聞く事によりにもう一度、災害に対しての心構えを学びたいと思っており 

ます。後ほど植平実行委員長より報告して頂きます。IMは全員登録で是非お願いしたいと考えておりますので、宜 

しくお願い致します。私事ですが5年前の3・11の日、私の息子夫婦と孫が、福島第1原発が爆発した南相馬市にお 

りして、孤立してしまい、1週間後、幸い南相馬市の方でガソリンの配給が有り、新潟迄250キロ(旭川～稚内に該 

当)磐越自動車道車を通って、息子達が新潟に逃げる事が出来、私が新潟に迎えに行き旭川に連れて帰って来まし 

た。息子はイオンに勤めでその後、直ちに石巻のイオンに手伝いに行き、嫁と孫は5月末まで疎開して我が家で過 

ごしておりました。孫はこちらの小学校で編入学してました。5月に入ってから南相馬市のスーパーに息子が帰っ 

たので、私は仙台空港からレンタカーで会いに行ったのですが、2か月しかたってない事もあり、空港の周りは残 

骸が山のように積んで有り、国道のそばには大小の船が流れて来ていました。南相馬市の海岸に行った時その被 

害の物凄さに唖然としました。そんな事も有り、3・11は私にとっても他人事では無いのです。ロータリーの友の 

昨年の9月号に語り部の方の文章が偶々紹介されていましたので、今回のテーマにどうかと思った次第です。 

今日はお邪魔致しまして、例会の貴重な時間使わせて頂き、IMの案内などさせて頂き、誠に有難う御座いました。 

皆様の益々のご活躍を祈っています。 

吉良徹第3分区ガバナー補佐 

（旭川西ロータリークラブ） 



8: 34 ３ 分間

ス ピ ーチ

 ♪ 

今井孔太会員 

start 

り、工場の操業停止、公衆浴場、公衆便所も使えなくなっています。たとえばアラル海、世界の第4位の湖(琵琶湖の100倍と言わ 

れている。)が、近代農業のために水量が激減、面積は半分、水量は１／３に、塩分濃度が上がり、漁獲量がゼロになってしまっ 

た・干し上がった湖底の塩分が風で、周囲に飛散し塩害で、農業が壊滅的打撃を受けています。いくつかの国際河川では河川の水 

量よりも、上流での水需要が多くなり、下流で水が枯渇し始めたことにより、国家間の紛争さえ起きています。 

・リオグランデ川(アメリカとメキシコ)        ・インダス川(インドとパキスタン)       ・ ナイル川(エジプト、エチオピア) 

・ガンジス川(インドとネパール)      ・チグリス、ユーフラテス川(トルコ・シリア・イラク) 

２０５０年には、人口は９０億人と言われています。２０２５年には、世界の人口の２／３が水不足となるといわれています。 

こうした、水不足を引き起こしている原因の大部分はアメリカやＥＵ、日本などの先進国の水の大量消費です。近年ではインドや 

中国、などの発展途上国が近代化したことも原因に含まれます。さらに大きな問題として、食糧の６０％を輸入に頼っている日本 

は、日本の輸入品のために使われている農業仮想水は全部で、８００億トンになり、日本の全体約８３０億トンの水と同じ量を海 

外で消費していることになります。そのことを私たち日本人はほとんどが実感していません。水は私たちが生きていく上で欠かす 

ことが出来ないものです。水が豊富な日本は、特に北海道などは、昔は自然に浄化できる範囲の活動でしたが、今はその範囲を超 

えています。私たち一人一人が水の使い方を見直すことが必要なのです。我モーニングロータリークラブ２０周年記念事業で小学 

生や中学生の生徒が参加した水資源のポスターにも描かれていましたが、「水を大切にしよう。」「水は命」と子供たちの思いが 

素直に書かれていました。徹底した節水（やめる。減らす。再使用）風呂、洗濯、トイレ、洗面、炊事、洗車、庭の水まきなど、 

出来るだけ食糧は国産品を使うとか、生活排水を汚さないことなどを啓蒙すべく時代に入っているのではないでしょうか。放射能 

の海洋汚染、２０００年までに、すでにドラム缶１００万本以上の放射性廃棄物が発生しています。その処理方法は確立していま 

せん。福島の原発も完全に撤廃するまでには、あと４０年も掛かるそうです。チエルノブルノのも30年たっても、今も工事中で、 

シェルターをかけて100年持たすなど、完全な方法は確立していません。皆さん日本の私たちが使用している電気の３割を減らす 

ことが出来れば日本のすべての原子力発電所を停止することができます。さらにいえば地球温暖化で大気中の二酸化酸素の増加で 

、過去100年で、やく１度上昇、21世紀末に予想される気温は最大6.4度上昇といわれています。2度以上上がると今の異常気象を 

止めることは出来ません。どんどん悪循環していきます。森林破壊。乱開発、乱伐採で、すでに原始林は80%が消失。地球の４分 

１は砂漠化して食糧不足と貧困にあえぐことになるでしょう。いまや全生物の25%が絶滅の危機にあります。私たちは、あまりに 

も豊かさと便利さを求めすぎたのではないでしょうか。とにかく今の日本はすべてに於いて、無駄なエネルギーを消費しています。 

食物を無駄に使い捨てにしているのではないでしょうか。いづれ私たちの生活エネルギーは全て電気になります。どうですか皆さ 

ん、夜中放送している全国のテレビ番組やパソコンのネットも必要でしょうか、１１時から朝５時までの、６時間は節電したほう 

がいいんじゃないですか。あれは全く無駄だと思うのです。出来れば自動販売機も、コンビニもその時間を停止しましょう。自家 

用車の大幅な削減も未来に向けてエネルギー節減に繋がります。一家に一台規制とか、３世代住宅をもっと補助金をだして促進す 

るなども、少子化対策や介護支援対策にもなります。私がもし総理大臣だったら、消費税を１０％にするよりも、節水、節電、節 

食、節消費に目を向けた、政策を、今こそ、徹底的にやるべきだと思うのであります。そのことによって、少子化問題も自然と解 

決するでしょう。・なぜかその時間はすることがない暗い夜だから、昔のようにせっせと子作りに励むことになるからです。笑 

最後になりましたが、昨年仕事で大阪に行ってきました。そのおりに、私が大好きな作家、司馬遼太郎記念館に行ってきました、 

そこで、昔若い頃、私のタイプであったであろうと思われる。栄恵さんという女性の方に出会いました。旭川から来たと言いまし 

たら、親切に、１時間もかけて全館を案内してくださいました。お別れの時に、この本だけは、買っていってほしいと本当に薄い 

一冊の本を持ってきました。それは遼太郎さんが最後に書いた「21世紀に生きる君たちへ」という本でした。読んでみると、小学 

校６年生位に向けたという文章です。そこにしか売っていない本ですが、今日持ってきていますので、まわしてみて下さい。その 

中の一部にこう書いてありました。 ３分間スピーチです。昔も今も、又、未来においても変わらないことがある。そこに空気と 

水、それに土などという自然があって、人間や他の動植物，更には、微生物にいたるまで、それに依存しつつ生きているというこ 

とである。自然こそ不変の価値なのである。なぜならば、人間は空気を吸うことなく生きることが出来ない。水分を取ることが出 

来なければ，乾いて死んでしまう。さて、自然という「不変なもの」を基準において、人間のことを考えてみたい。 

人間は繰り返すようだが、自然によって生かされてきた。古代でも、中世でも自然こそ神々であるとした。このことは、すこしも 

誤っていないのである。歴史の中の人々は、自然を恐れ、その力をあがめ、自分たちの上にあるものとして身を慎んできた。この 

態度は、近代や現代に入って少し揺らいだ。・・人間こそ、いちばんえらい存在だ・・という思いあがった考えが頭をもたげた。 

２０世紀という現代は、ある意味では、自然への恐れが薄くなった時代だといってもいい。同時に、人間は決しておろかではない。 

思い上がるということはおよそ逆のことも、あわせ考えた。つまり私ども人間は自然の一部に過ぎない。という素直な考えである。 

このことは古代の賢者も考えたし、又１９世紀の医学もそのように考えた。ある意味では、平凡な事実に過ぎないこのことを２０ 

世紀の科学は、科学の事実として人々の前に繰り広げて見せた。２０世紀末の人間たちは、このことを知ることによって古代や中 

世に神を恐れたように、再び自然を恐れるようになった。おそらく自然に対し威張りかえっていた時代は、２１世紀に近づくにつ 

れて、終わっていくに違いない。「人間は自分で生きているのではなく、人間は大きな存在によって生かされている。」この自然 

への素直な態度こそ、２１世紀の希望であり、君たちへの期待でもある。そういう素直さを君たちが持ち、その気分を広めてほし 

いのである。そうなれば、２１世紀の人間は、よりいっそう自然を尊敬することになるだろう。そして自然の一部である人間同士 

についても、全盛期にもまして尊敬しあうようになるに違いない。そのようになることが、君たちへの私の期待でもある。さすが、 

司馬遼太郎先生。以上で委員会スピーチを終わります。ご静聴ありがとうございました。 

 

皆様、おはようございます。今日は、ネット通販と人間の関係性についてお話しします。 

 実は、昨日一睡もせず、飲み屋さんからまっすぐこちらに参加しました。でも、普段は 

全然飲みにいきませんが、昨日は数年ぶりに飲みにでました。先日、４条６丁目に少し年 

上の従姉のお姉ちゃんが自分のお店をオープンしました。そこに応援も兼ねて行ったので 

す。僕が小学生のころ、両親が共働きで、学校帰りはまっすぐこの従姉のお姉ちゃんの家 

に行っていたのですが、はっきりいうと、飲み屋のお姉ちゃんとは話した記憶もあった記 

憶もあまりありません。大人だったので別に仕方がないことでした。お世話してくれたの 

はそのお母さんと、このお姉ちゃんの妹のお姉さんでした。今でもこのお母さんは２番目 

の母のように思っていますし、妹さんは実の姉のように思っています。もう、ご察し頂け 

ると思いますが、私が飲み屋のお姉ちゃんのお店に応援のつもりで行ったのは、そのお母 

さんと妹さんとの関係性があったからです。数十年の時を経て、関係した家族のお店に行 
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平成２８年 ３月１０日現在累計金額     金 ２５６,５００円  

高見一典会長 終礼点鐘    小川伸治副幹事 

※ メークアップ     

 （敬称略）  

３月５,６日 河﨑高麗男 

            武田昭宏（2016～17次年度地区研修セミナー） 

３月９日    宮永憲一 （旭川北RC) 

 

 

    

本日のニコニコボックス 

吉良 徹第3分区ガバナー補佐： 

武田昭宏会員：勉強会の夜間例会欠席して申し訳ございませんでした。おかげさまで、 

              電気業界の年金関係すべて整理がつきました。又３クラブ合同夜間例会 

              のまご受けのSAAもキャンセルで、クラブの皆さんにごめいわくかけてす 

              いません。この間」３/５～６、２５００地区チームリーダー研修会に出 

              席して勉強してきました。 

笹川和廣会員：おはようございます。3月になると春がぐっと近づいた様で心もあたたま 

              る感じがしますね。 

今井孔太会員：みなさん。これからもよろしくお願い致します！２,０００円拾いました！ 

stop 

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 

飯塚達夫親睦委員 

  

  

 
くという事は大変な力が働いたと思えます。実はネットでも同じような事例がたくさんありまして、通販会社の売 

上約７割以上はリピーターが作りますが、電話のカスタマーで丁寧な接客対応すると、リピート率が数倍にも上が 

ります。これは親切にされた、感じが良かったという、通常のページを見るだけのネット通販だけでは得られない 

体験から関係性を築いたからです。ネットでどんどん便利な世の中を楽に簡単に生きられる時代になり、どんどん 

忘れ去られた大切な事を最後にお伝えしたいと思います。人間は感情で決めます。全ては感情の結びつき、エモー 

ショナル・タイです。ニーズよりもウォンツが大切だということが理解できていれば、ネット通販でも店舗販売で 

もきっと成功することでしょう。ありがとうございました。 

 

桑原義彦例会運営委員長 



8: 40 理事会

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

Topics 平成２８年３月１３日・北海道新聞（朝刊）に  桑原義彦会員 掲載されました！ 

２０１６ 年 ３月１０日   理事会 
場所  ：アートホテルズ 旭川 

時間  ：午前８時４０分～ 

例会場：１５階 シャルム 

出席者：高見会長・河﨑委員長・武田委員長・石川委員長 

        小柳委員長・安井委員長・小川会計・（今井委員） 

 

 

 

議題 

１、4月例会について 

 ４月  ７日 委員会スピーチ  母子の健康月間について。 

 ４月１４日 委員会スピーチ  青少年奉仕月間について。 

 ４月２１日 委員会スピーチ  第２回研修委員会。 

 ４月２８日 クラブ協議会    次年度に向けて  夜間例会１８時３０分～（１５F シャルム） 

                            次年度会長、幹事。 

２、その他 

・３月２５日（金） 移動例会（日程変更）について。 

・ローターアクト・・・の進捗について。 

・次年度  社会奉仕委員会より事業計画案。 

・４月２４日  地区協議会について（AM６：００アートホテルズ旭川 出発予定）。 

・ごみポイ捨て禁止運動  ４月２４日  １０時４５分～参加案内・・・他 

                                                詳細は別紙参照。 


