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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

7: 33 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

母子の健康月間4月の月間 テーマ    平成２８年 ４月 ７日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

委員会スピーチ 母子の健康月間について    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１０７６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 

 

桑原義彦会員です。 

桑原会員 

お願い致します。 
 

受付左から飯塚・今井・林事務局・坂本会員 
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                ♪ 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: 40 委嘱状

7: 45 誕生月

記念品贈呈

 

おはようございます。４月に入りすでに一週間が経ちました。先月末には移動例会というこ

とで議会傍聴を行い、今月２日（土）はＩＭ参加と御苦労様でした。 

今日は久し振りの１５Ｆ会場での通常朝例会です。今月末には北見市での地区協議会（ペッ

ツ）開催もあり、今後の事業参加も宜しくお願い申し上げます。 

今年は雪解けが例年より早い感じですが、今日は市内小中学校のほとんどが入学式が行われ

ます。我家では今月中旬頃から本年の営農のスタートとして水稲の播種作業が始まりますが、 

市内の農村地帯でも同様だと思います。今年の出来秋には、収量・品質・価格の面でも６年

連続の豊作を願いまして、挨拶とさせて頂きます。 

 

  
 

委嘱状２０１６－２０１７年度 国際ロータリー 

第２５００地区会員増強委員会委員委嘱 

宮永憲一幹事代行・小川伸治副幹事 

♪  Happy Birthday to You  ♪ 今月の誕生は ４月  ８日生まれ安井裕子会員です。 

             ４月１８日生まれ笹川和廣会員です。 

             ４月１２日生まれ大久保昌宜会員以上３名の会員です。。  ”心よりおめでとうございます。” 

竹村陽子親睦委員長  

 

１）公益財団法人 米山梅吉記念館より、館報２７号並びに春季例祭の案内状  収受。 

   ★ 春季例祭  

    日時  ４月２３日（土）１４時～ 

    場所  米山梅吉記念館ホール 

   ＊式典 

         ＊講演  講師 加藤丈夫 氏（東京ＲＣ直前会長・独立行政法人子クリス公文書館長） 

          演題 「時を貫く記録を守る ～ 世界に誇る公文書館の現実に向けて」 

       ＊アトラクション  切り絵作家 水口 千令 氏 

＊懇親会  講師を囲んで懇親会（軽飲食） 

                登録料無料！ 多くの皆様のご参加を！ 

２）国際ロータリー第２５００地区青少年奉仕委員会より、アンケートの結果報告書 収受。 

３）国際ロータリー第２５００地区京都モーニングロータリークラブより、会報№８２６～ 

       ８３７ 収受。 

４）旭川市国際交流委員会より、AIC NEWS 第４２号 収受。 

５）旭川市暴力追放運動推進協議会より、暴力団対策市民会議の案内状 収受。 

            日 時  ４月１５日（金） 午後２時～３時３０分 

    場 所  旭川トーヨーホテル ２階 丹頂の間 

  

 石川千賀男会員 



7: 50 3分間

ス ピ ーチ

7: 53

                     希望の「君の椅子」 

stop 

start 

    

 ♫  
    ♪ 

      「捧げた言葉」 

２０１１年３月１１日に生まれた岩手・宮城・福島３市の１０４名 

に贈られた「君の椅子」・「捧げた言葉」・届いたお礼のお手紙・他 

just time up！ 

          希望の「君の椅子」 
 ５年前、３月１１日に東日本大震災は今でも脳裡に焼きついているかと思いま 

す。匠工芸ではその時生まれた岩手・宮城・福島３市で104名の新しい命がこの 

世に誕生したのも事実であることを知り、君の椅子プロジェクトと共に希望の「 

君の椅子」を製作して届けました。 

その日から５年が過ぎ５歳の君が「希望の椅子」と一緒に作り手の故郷を訪ね 

て来てくれた事にただただ感激致しました。その時椅子共に捧げた言葉を紹介 

します。 

 

                     ３月１１日に生まれた君へ 

世界にひとつだけの希望の「君の椅子」 

３月１１日、日本が息をのみ、言葉を失ったあの日。母なる 

宇宙から君は生まれました。 

未来への希望を携へて君は生まれてくれた。新しい生を受け 

た君にこの椅子を贈ろう。 

君の名前と「３月１１日」が印された、君だけの椅子だよ。 

君がこの椅子に座るのは、ほんの数年かもしれない。 

たくましく成長していくのだから・・・・・・。 

そして大きくなった君はこの椅子を忘れてしまうかもしれ 

ない。でも君との思いでを刻んだこの椅子はず～と側にあ 

るからね。君の場所、はここにあるからね。 

いま、この地に生を受けた君に、この椅子を贈ろう。 

     生まれてくれてありがとう。 

                       「君の椅子」プロジェクト一同。 

贈られた椅子を持参してくれた宮城県の山崎さんの父さんからこの椅子には本当 

にエネルギーを与えてもらっいた。小さな椅子が東北に授けてくれた種は確実に 

成長し根を張って育っています。と話してくれた事に、又ただただ感激をするば 

かりでした。 

 

「５歳児よ、君は素晴らしい人に成長していくだろう。ありがとう！」 
 

     「君の椅子」 「君の椅子」お礼のお手紙 

桑原義彦会員 

     「君の椅子」の裏側 

君の椅子 通信 

VOl.5  VOl.6 



8: 05 食事と 懇談

8: 10 委員会

ス ピ ーチ

8: 24

朝食     menu 

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

                        左から河﨑・武田・今井・笹川会員 

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

                       左から木村・飯塚・大久保・坂本会員 

井上雄樹会員 

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

                           左から石川・安井・林・脇坂会員 

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

                 高見一典会長・小川副幹事・井上・竹村会員 

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

                            左から竹澤・桑原・福居会員 

 

                  blue  silhouette   morning  coffee 
                 左から佐々木・小柳・桑原・飛弾野会員 

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

                       左から竹村・飛弾野・小柳・妹尾会員 

母子の健康月間について 

「 母子健康手帳について」 



8: 25 ニコ ニコ
ボッ ク ス

8: 26 出席報告

総員 26名

出席 23名

88.46%

総員 26名

出席 22名

84.62%

88.63%

8: 30 点鐘

8: 30

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

実績平均出席率（3月25日現）33回

本日の出席

  第1076回例会

4月7日

  出席率

修正出席

  第1074回例会

3月25日

  出席率

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

平成２８年4月7日現在累計金額     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２８日 林 雅美（旭川南RC） 

３月２９日 木村和哉・竹澤元男・福居恵美子・安井裕子（旭川西RC） 

３月３１日 井上雄樹（旭川東RC) 

４月  ４日 宮永憲一（旭川南RC) 

 

 

    

                                   

旭川モーニングRC 

   例会出席簿 

桑原義彦例会運営委員長 

本日はございません。 

２０１６年４月７日  理事会 場所  ：アートホテルズ 旭川 

時間  ：午前８時３０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・竹村委員長・小川会計 

議題    
  ５月の例会について 

  ５月  ５日  こどもの日  休会 

  ５月１２日  ４大委員会活動報告  ：クラブ管理 

  ５月１９日  各小委員会活動報告  ：クラブ管理 

  ５月２６日  観桜会（アクトなし）：竹村親睦委員長より扇松園にて決定。 

その他 

  例会会場変更の情報について：現会場を宿泊客の朝食会場に改装予定等・・・武田委員長の方で交渉中。 

  旭川合同RC事務局運営委員改選について   河﨑会員任期満了  小柳会員に決定。 

  ４月２４日 地区協議会参加 

             個別経費について（交通費等） 

  東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金の案内について 

            現在まで参加実績がないので、今回はみおくり。                  以上 


