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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   飯塚達夫 会場監督  代理

7: 31 点鐘
7: 32 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 １７日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

クラブ研修    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１０７３回例会を開催致します。” 

 

本日は飯塚が会場監督代理をさせ 

て頂きます。 

     

”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 

 

石川千賀男会員です。 

石川会員 

お願い致します。 
 

受付左から桑原・坂本・嵯城・飯塚会員 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 奉仕の理想♪ 

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: 36 ３ 分間

ス ピ ーチ

7: 45

 おはようございます。３月も早中旬に入り、市内小中学校では卒業式が行われています。 

自身の母校でもあります近文第二小学校は今週２６日土曜日開催で参加予定しています。 

母校の中学校はすでに終了しており、同窓会会長を務めている関係で前日に同窓会入会式を 

昼休み時間に行い、翌日の卒業式は公務のため参列できませんでした。東鷹栖中学校は来年 

創立７０周年を迎え、近文第二小学校は来年、創立１２０周年を迎える歴史ある学校です。 

２０年前は自身もPTA会長を務めており、その当時では全校生徒約７０名前後でしたが、そ 

の後、東鷹栖地域内にあった三箇地域の近文第三小学校と鷹栖寄りの近文第四小学校と続け 

て統廃合に至っていますが、３校統合した現在の近文第二小学校での全校生徒が３０数名と 

複式学級で過小規模校となっています。東鷹栖地域にはもう一つ近文第一小学校が末広寄り 

にありますが、この小学校は周辺が住宅振興地域が隣接しているため、児童数は近年増加中 

でありますが、逆に農村地域では統廃合に至る厳しい教育環境の現状をお話しさせて頂き、朝の挨拶とさせて頂き

ます。 

  

 
小川伸治副幹事 

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１９２ 収受。 

２）一般財団法人日本国際飢餓対策機構より、飢餓対策ニュース№３０８ 収受。 

  

 

井上雄樹会員 

お求めは・・・株）福居製餡所 福居恵美子会員まで 



7: 50 食事と 懇談

食事と 懇談

本日の朝食     menu 

  大久保・石川・小柳・坂本会員                           

15階  シャルムにての朝食と懇談 

高見会長・小川副幹事・井上・河﨑会員                          

     15階  シャルムにての朝食と懇談 

 

               morning coffe 
              桑原・林・笹川会員・Smile 

         武田・友重・笹川会員                          

 15階  シャルムにての朝食と懇談 

           飛弾野・飯塚会員                          

 15階  シャルムにての朝食と懇談 

       嵯城・林・福居・安井会員                         

  15階  シャルムにての朝食と懇談 
         脇坂・竹澤・桑原会員                           

15階  シャルムにての朝食と懇談 



8: 05 委員会
ス ピ ーチ

8: 15 特別ス ピ ーチ

8: 17

友重正親会員  特別スピーチ 

小柳裕子会員組織委員長                           私がモーニングＲＣに入会した理由 
                        改めまして皆様おはようございます。プログラムは委員会スピーチですが本日は 

                        貴重なお時間を頂きまして私の個人的な話をさせて頂きたいと思います。 

                        少し会員組織委員会に触れるお話になるかとは思いますが宜しくお願い致します。 

                        今から１４年前、平成１４年４月１日エイプリルフールの日、あまりにも突然で 

                        嘘の様でしたが急性心筋梗塞で主人が亡くなりました。５３歳でした。朝は普通 

                        に出掛けて行ったのですが夜、同業者の若手の会合で具合が悪くなり帰らぬ人と 

                        なりました。銀婚式を目前にしての旅立ちでした。 

                        小柳は和装履物の卸業をあの時点で確か６０数年と今年の９月で幕を下ろそうと 

                        している西武デパートのオープン時に西武から頼まれまして和装小物全般の小売 

                       りの店を出しておりました。屋号は「東京・千と世」。４年後にams（旭川緑屋シ 

                        ョッピングセンターの略）が出来そこにも出さないかといわれ「富久」の屋号で 

                       出店いたしました。その後西武は両店一体直営化致しまして駅前側を男の館、１ 

条側を女の館とするという事で私共も店を「千と世」一店に致しました。 

小柳の父は市議会議員でしたので何だかんだで忙しい家でしたので私は子育てをしながら銃後の守りじゃあ 

りませんが家の方を主に守っておりました。主人が突然亡くなり後継者も無く父と相談した結果、履物業の 

幕を下ろす事に致しました。私はまだ４９歳でしたので隠居するには早いだろうという事で現在代表をして 

おります会社に取締役として入れてもらいました。亡くなった主人はこの会社の代表もしておりました。 

２足の草鞋を履き忙し過ぎたのかもしれません。私が会社に入り４年が経ち廃業した会社の整理も終わり全 

てが落ち着いた生活に戻った時、父が亡くなりました。８０歳でした。父は遺言書を残してくれておりまし 

て遺言通り私が株を引き継ぎ代表者となりました。 

今まで主人や父に守られ後をついて来た私が急に表に立たされることに成りました。まがりなりにも代表者 

となり家と会社の往復だけでは駄目だと思い商工会議所の女性部に入会しようと思っていたのですが福居さ 

んの所へお邪魔した時その事をお話しましたら「何言ってるの、うちのクラブに入りなさい」と言われまし 

て、先ずは桜花会にゲストで出席してみてと言われ参加いたしました。皆さん温かく迎えて下さりうちのク 

ラブの歌を聞いた時に私は感動いたしました。昇る朝日に♪・・と美しい歌詞のあの歌を聞いた時に大きな 

人生の変化の中、忘れてしまいそうになっていた何か大切なものを思い出させてくれる感動がありました。 

福居さんにご推薦頂き入会させて頂きました。 

早いものであれから８年に成りました。入会して親睦、会場監督、そして幹事そして畏れ多くも昨年は会長 

までさせて頂きました。会員皆様の寛大なお心に支えられて貴重な経験をさせて頂きました。役を通してロ 

ータリーのこと、ロータリー以外のことを本当に多くを学び、そして他クラブのロータリアンとの絆も出来 

ました。幹事仲間とは未だに旧幹事会と称して集まり楽しい時間を過ごしております。ロータリーの会員だ 

からこそ出会えた方々。その出会いに心から感謝致しております。最初の１，２年はただ漠然と過ぎて行っ 

たように思います。３年過ぎたあたりからﾛｰﾀﾘｰの良さと楽しさが分かって来た様にも思います。 

入会してまだ新しい方、退会なさらないで頂きたいと思います。決して安くはない会費ですがお金で買えな 

い大切なものがきっと得られます。いえ、もう既に手にしている筈です。最近ある方に入会を勧めました。 

私は「モーニングＲＣは良いクラブで・・・」と自信を持ってお勧めできます。皆さんもどなたか居ました 

らお声を掛けてみて下さい。宜しくお願い致します。何時までも仲間を温かく迎え入れる良いモーニングＲ 

Ｃであって欲しいと思います。取りとめの無い話と成りましたがこれでスピーチを終わります。 

ありがとうございました。 

 



8: 25 ニコ ニコ
ボッ ク ス

8: 26 出席報告

総員 26名

出席 21名

80.77%

88.64%

8: 28 伝達事項

8: 30 点鐘

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川 和廣

3月3日休会の為修正出席は
ありません

本日の出席
  第1073回例会

3月17日
  出席率

修正出席

実績平均出席率（2月25日現）30回

高見一典会長 

 ♪ 
           ♪ 
                   

平成２８年 ３月１7日現在累計金額     金 ２７３,０００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１６日  福居恵美子（旭川北RC) 

３月１７日  河﨑高麗男（旭川東北RC) 

 

 

    

                                   

本日のニコニコボックス 

 

守田和平旭川東RC：楽しい夜間例会ありがとうございました。 

友重正親会員    ：欠席が続き大変失礼いたしました。 

福居恵美子会員  ：我が遇作、幾度受けてもうれしくてありがとうございます。 

桑原義彦会員    ：佐々木会員だめでしょう。 変な写真をケイサイしては。 

                  この人はだれででしょうか？   ありがとうございます。 

旭川モーニングRC 

   例会出席簿 

高見一典会長 終礼点鐘   小川伸治副幹事 

飯塚達夫親睦委員 

３点ございます。１点目は４月２４日（日）開催の北見市での地区協議会において、当クラブ参加者が２２名 

の参加予定で、先だってお話ししましたように今回は東・東北RCと３クラブ合同（計４３名予定）でのバス利 

用で向かうこととしています。バスの乗車定員内ではありますが大変窮屈な状況のため、近々次年度会長幹事 

会が開催されますので、東・東北RCと協議し、変更があるかもしれません。 

２点目は国際ロータリー大会開催のご案内に関してですが、すでにガバナー月刊誌やロータリーの友でも掲載 

されています。今年度は５月２８日～６月１日日程で、韓国ソウルで開催されます。毎回４万人のロータリア 

ンが集まる大会で、今回は近国開催ということもあり、開催内容を次週の移動例会時にご案内申し上げます。 

３点目は来週の移動例会で、例会会場の案内図を配布してありますが、わからない場合は議会事務局の方に聞 

いて頂ければと思います。駐車場は６条通り側からの地下駐車場をご利用頂ければスムーズに駐車できると思 

いますし、駐車料金は発生しないように致します。                     以上、宜しくお願い申し上げます。 

 

桑原義彦例会運営委員長 

 


