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第 １０８０回 例会 №３９/４５

５月の月間 テーマ

青少年奉仕月間

平成２８年 ５月１２日 （木） ＡＭ７：３０～８：３０

本日の例会プログラム

4大委員会 活動報告

場所 アートホテルズ旭川 15 Ｆ シャルム

5

ス ケ ジュ ール

受 付

今朝の１５Ｆ・シャルムからの旭川市内

7: 30 開会宣言

妹尾佳晴 会場監督

”只今より
旭川モーニング
ロータリークラブ
第１０８０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。”
受付左から今井会員・林事務局・宮永幹事・嵯城・坂本・飯塚会員

♪ 君が代 ♪

♪ 我等の生業♪

7: 30 点鐘
7: 31 国歌斉唱
7: 32 ロ ータ リ ー
ソ ング

♫
♪
高見一典会長点鐘

7: 34

むこない石さ八千君
すけりわのざ千代が
まのてお れ代に代
で
と
に は

四つのテス ト

唱和

本日の
”四つのテスト" は
小川伸治会員です。
小川会員
お願い致します。

時間

ス ケ ジュ ール

高見一典会長

7: 36 会長挨拶

おはようございます！前回例会は夜間例会、先週はゴールデンウィーク休会で朝例会は
２週間振りとなり、今朝は小雨模様のあいにくの天気ですがとても清々しい気分です。
事業年度も残り約１か月半となりました。さて、ゴールデンウイークも終了し、最大で１０
日間大型連休の方もいらしたかと思いますが、会員の皆様はどう過ごされたでしょうか？
私は、農業経営において一年間の中で最も忙しい時期となり、幼い頃からゴールデンウイー
クでのレジャーや行楽地等に行った記憶がありません。
３日後の１５日（日）・１６日（月）にはシスタークラブの川口モーニングロータリークラ
ブ様の創立３０周年記念式典・事業が行われます。
当クラブから１０名会員の参加を頂くことになり、誠にありがとうございます。今日の例会
では４大委員長から活動経過報告を述べて頂きますので、よろしくお願い申し上げ、挨拶と
いたします。

7: 38 会務報告 宮永憲一幹事
１）国際ロータリー第２５００地区 駒形曙美ガバナーエレクト並びに実行委員会より、
201６－１７年度ＰＥＴＳ／地区研修・協議会／会員増強・拡大セミナー終了の礼状
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№1305～
1310 収受。

7: 39

委員会報告

河﨑高麗男クラブ運営
委員会委員長

会員満足度アンケート・クラブ活力テスト

のお願い

本日皆さんの手元に、アンケートを２つ用意してあります。お手元に届いて居ると思い
ますが、１つ目は、会員満足度アンケートこのアンケートは、みなさんの、クラブの活
動・運営に対する満足度を知るためのものです。クラブ運営改善の基礎資料となります
ので、会員の皆様全員に記入をお願いしています。無記名ですので、率直なご意見をお
聞かせください。１０問ありますので以下の質問の該当する項目にチェック印を付けて
ください。2つ目はクラブ活力テスト。此れは皆さんが旭川MRCの組織活性度を簡便に自
己診断し、未来のクラブのための問題解決の方向性やポイントを知るためのものです。
全２５の質問ありますので、各質問には、５つの選択肢（評語）があります。皆さんの
主観で結構ですので、率直に最も近いと思う評語に○を付けてください。（別紙「評点
集計表」に記入）制限時間はありませんが、１５分程度で記入できるかと思いますので
・集計までをお願いします。 自己診断してください。来週例会に取りまとめしますので忘れないようお願いします。
受付に提出ください。此れは今現在、みなさんがＡＭＲＣにいて自分のクラブをどう感じているのか、次年度クラブ運
営に役立つ検討課題として、また此れから活動をどの様にして行けば良いのかを検討する材料にするものですのでご協
力をお願いします。

7: 41 委員会報告
7: 42 誕生月
記念品贈呈

誕生月記念品贈呈・竹村陽子親睦委員長

竹澤元男国際奉仕
委員会委員長
書き損じハガキ・使用済み
切手・テレホンカード等の
回収・落ち穂募金等の報告。

♪

Happy Birthday to You ♪

今月の誕生は５月１０日生まれ 林 雅美会員です。
５月１３日生まれ 今井孔太会員です。
”心よりおめでとうございます。”

7: 43 第10回
川柳大賞

第１０回 ４月・川柳大賞・発表・景品贈呈
最優秀賞 『 海明けの 今朝も空しき 釣り支度 』
石川千賀男会員

7: 45 3分間
ス ピ ーチ

start

♫
♪

7: 48
7: 50

stop

優秀賞

『雪解けの 喜び何処へ 花粉症 』
宮永憲一幹事

小川伸治会員
おはようございます、 ゴールデンウィーク明けの例会ですが世間では１０連休の大型連
休もある中、 今年、3/26に開業した北海道新幹線の開業による経済効果と当社の業務の
一環である埋蔵文化財業務のお話をさせて頂きます。 まず、新幹線開業による今年の函
館地区の観光客が五稜郭タワーでは前年 34％増、全体では10％増で年約１４０億円の経
済効果試算が見込まれるようです。 実は、この新幹線の開業や高速道路の開通までの工
事に当社のレンタル商品 が多く使用されています。工事、着工前に埋蔵文化財、遺跡の
発掘調査が行われ、この調査事務所や作業員の休憩所のﾊｳｽや機材、設備がレンタルとな
るわけです。主に、道内では縄文時代、上期から、アイヌ文化期の住居後や土器、石器
が発掘されており函館、千歳、根室などの広範囲で調査を行っております。 発注基幹は
江別の百年記念塔側の公益財団法人 北海道埋蔵文化財センター で行っており、 今年、
当社では道南の知内、木古内、新得、根室の４箇所を受注致しました。 私がこの仕事に
携わって長万部の高速道路から２５年間欠かさず、GWには 道南方面、函館で仕事をしています。 桜の時期に仕事に
絡めて行けるのは楽しい様な、悲しい様な感じですが、今年 のGWのホテルの高騰にはビックリしました！ なんと、
昨年までシングル４５００円前後で泊まれていたホテルが２段ベットになり なんと、１名/18000にまで値上がりし
ていました！ しかし、２０年以上、定宿として使用している事の交渉をし、5,000まで値切る ことが出来ました。
他のお客さんは通常料金で泊まっているかと思うとゾッとしました。 （ホテルのレベル的に） 現状でも、札幌市内
のホテル不足で宿泊料金が高騰している中、札幌までの 新幹線開業が現在、２０３０年となっていますが、開業によ
る観光客の増加や 経済効果が見込まれる中、旭川までの延伸も予定には入っていますが これに伴う観光名所や食の
スポットなどを作らなければ、札幌-旭川間が３０分、旭川-函館間１時間２０分、の時間ですと今より通過点になっ
てしまう 事が危惧される様な気がします。 H５系の新幹線、カッコ良かったです！ 以上で私の３分間チョット最近
の話を終わります、ありがとうございました！

食事と 懇談

食事と 懇談

朝食

menu

15階 シャルムにての朝食と懇談
妹尾SAA・ 高見一典会長・宮永幹事

after smoke（blue silhouette）

15階 シャルムにての朝食と懇談
左から木村・安井・飛弾野会員

8: 00

食事と 懇談

15階 シャルムにての朝食と懇談
左から竹澤・桑原・嵯城・小柳会員

15階 シャルムにての朝食と懇談
左から坂本・武田・笹川・河﨑会員

15階 シャルムにての朝食と懇談
左から飯塚・竹村・脇坂・今井会員

15階 シャルムにての朝食と懇談
左から小川・林・福居・石川会員

8: 10 4大委員会 河﨑高麗男クラブ運営委員会委員長
活動報告

まだ今年度１か月半を残しておりますが今年度の活動報告を致します。
2015-16年度のＲＩテーマ”世界へのプレゼントになろう”と K.R.ラビンドランRI
会長は、ここにおられるロータリアンの皆さんは、多くを与えられた方々です。そ
して今、皆さんに最高のプレゼントが与えられようとしています。それは、授けら
れた才能と持ちうる力の限りを尽くして、“世界へのプレゼント"となることので
きる1年です。 信念、情熱、才能を捧げるだけでなく、皆さん自身を世界へのプ
レゼントとして捧げてください」とのべていました。皆さんの行動如何でしたで
しょうか、そして、東堂明ガバナーは「もっとロータリーを楽しみましょう」と
2500地区テーマを掲げ、工夫を凝らした例会や移動例会、家族とロータリーファミ
リー達との例会、特別な記念行事、会員のお祝い行事など、もっとロータリーを楽
しんでほしいとのガバナーの想いに高見会長は、「明るく元気で楽しいクラブ活動
に」と活動方針を発て、この一年高見会長の川柳で始まり第三分区吉良ガバナー補佐もクラブ訪問には川柳で締
め楽しい例会がすすめられました。クラブ運営委員会では、例会運営委員会桑原委員長の「出席なくして奉仕な
し、親睦なくして奉仕なし」楽しい例会が出来たと思っています。又親睦委員会竹村委員長を始めとしては紅葉
例会・年末ファミリーパーティー・新年交例会など大いに盛り上げて親睦に努めて頂きましたし、これからは観
桜会、創立記念同伴の夕べ等楽しめる催しをどっさりと趣向を凝らしファミリーとの親睦を深めて頂けるようで
楽しみにしております。広報委員会佐々木委員長を初め素晴らしい会報の発行でお休みした会員も会報を見れば
例会の内容が良く解り親睦と退会防止につながっていると感謝しています。また、妹尾会場監督のユーモアを交
えた例会進行が又親睦のかなめと成りました。こうした行動で小委員会の皆さんに支えられ、この一年、「明る
く元気で楽しいクラブ活動に」高見会長のテーマに沿って愉しいクラブ運営委員会の役目が出来たと思っていま
す。有難う御座いました。まだまだ今期も残り５３日有ります。我が委員会は最終例会まで一生懸命頑張ります。
宜しくお願い致します。
石川千賀男奉仕活動委員会委員長

8: 15 4大委員会 奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青
活動報告 少年奉仕委員会 ４つの委員会で構成されています。

職業奉仕委員長については 佐藤克司さんがリタイヤして、林雅美さんに急遽変わっ
ていただきました。１０月８日に井上会員のお世話で、旭川地方裁判所を職場訪問し、
実際の裁判も見学することが出来て、有意義だったと思います。また１月１４日には
林委員長による、職業奉仕についてのスピーチでしたが、とても新鮮で、しっかりと
ご自分の考えを述べられ感動したことを記憶しております。
３月２５日は高見会長任期中に旭川市議会の傍聴、また議長室等を見学することが出
来ました。社会奉仕委員会は、井上委員長ですが、４月７日母子健康月間スピーチ

６月１９日に予定されているボランテア塗装がまだのこっていますが、是非多くの皆さんご参加をお願いいたし
ます。国際奉仕委員会は竹澤委員長は、２月４日に「平和と紛争について」スピーチしていただきました。
今後６月には、例年継続しております、識字率向上と飢餓救済のための落ち穂募金を第３分区とりまとめて実行
することになっています。青少年奉仕委員長の木村委員長は今年度、いろいろと悩み、方法を検討いたしました
が、旭川ロータリークラブとの話し合いもうまくいかず、ローターアクトについては当クラブとしては未定で次
年度に持ち超す形になりました。いずれにしましても会員各位のご協力に感謝し、報告とさせていただきます。

8: 20 4大委員会 安井裕子米山・推進委員会委員長
活動報告
10月、米山推進月間、福居委員長が・・・、
11月、財団月間、大久保委員長、お二人が各月間にてスピーチを行い、
特に新入会員の理解が深められるよう配慮下さいました。
会員全員が例年同様上期にて寄付は終了しております。
米山推進
ロータリー財団

￥３４５,０００（１００$以上）
￥６９６,０００（２００$以上）

当クラブとしての２項目の目標は達成致しました。
皆さんご協力有難うございました。

小柳裕子会員組織委員会委員長

8: 22 4大委員会 高見会長・宮永幹事の年度も終わろうとしております。大変お疲れ様です。後もう少し
活動報告 ですので頑張って頂きたいと思います。Ｋ．Ｒ．ラビンドランＲＩ会長の「世界のプレ
ゼントになろう」東堂ガバナーの「もっとロータリーを楽しみましょう」そして我モー
ニングロータリーの高見会長の今年度の目標「明るく元気で楽しいクラブ活動に」の下
、皆様には其々の立場、役割を通してご協力して頂きまして進んで参りました。会員組
織委員会と致しましては今年度、今井さんをお迎えできましたが佐藤さん・小野寺さん、
二名の退会がありましたので会員増強の点では今年度は残念ながら会員数を増やす事は
出来ませんでした。しかし増強委員長の武田さんの粘り強い努力の結果、皆様ご承知の
通り次年度からお一人入会が決まっております。心より感謝申し上げます。本当にロー
タリーに入会して頂くのは難しい事だと感じております。先ずロータリーの事を理解し
てもらい、いくら自分の為に成る事とはいえ貴重な時間とお金を奉仕して頂くのは大変
なことです。会員増強は会員増強委員会だけの事ではなく全員がこれからも会員増強に取り組んでいかなけれ
ばと思いました。会員研修委員会は二回のオリエンテーションを実施致しましてロータリーについて学びまし
た。ロータリーの目的・奉仕・四つのテスト・ロータリーの歴史と基礎知識を新入会員さんと共に勉強いたし
ましてロータリーへの思いを新たに致しました。この様にしてお陰様で一年間、皆様のご協力の下会員組織委
員会として活動することが出来ました事に感謝申し上げまして活動報告とさせて頂きます。
一年間ありがとうございました。

8: 25 ニコ ニコ
ボッ ク ス

坂本信一親睦委員
本日はございません !

平成２８年５月１２日現在累計金額

２９３,０００円

8: 26 出席報告

第1080回例会
本日の出席
5月12日
出席率
第1079回例会
修正出席
4月28日
出席率
実績平均出席率（4月28日現）38回

桑原義彦例会運営委員長

総員 26名
出席 23名
88.46%
総員 26名
出席 21名
80.77%
88.60%

旭川モーニングRC
例会出席簿

※ メークアップ

（敬称略）
本日はございません。

8: 30 点鐘

♪
♫
♪

高見一典会長 終礼点鐘

２０１６年５月１２日

１、6月のスケジュール

理事会

宮永憲一幹事

例会終了後理事会開催

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・安井委員長・妹尾海上監督・小川会計
宮永幹事

6月 2日 会長・幹事年度を振り返って
6月 9日 活動計画書の予定では、次年度会長・幹事活動方針発表ですが4月28日、夜間例会後のクラブ協議会での内容が同様なので、
6月16日 予定の各小委員会活動報告を6月9日例会に繰り上げる。
6月16日 活動計画書の予定では、次年度5大委員長活動方針発表ですが4月28日、夜間例会後のクラブ協議会での内容が同様なのと
、次年度ガバナー公式訪問の時期が7月8日と時間が無い為に打合せ及びリハーサルに変更とする。
6月23日 創立記念 同伴の夕べ後日、親睦委員長竹村さんと打合せする。
6月30日 休会
２、 その他
①旭川ローターアクトの件は、5月23日に開催されます、新旧会長・幹事会の30分前に旭川ロータリークラブの方々と面会させて頂きまし
て、旭川モーニングロータリークラブの見解をお伝えする。
②今後、奉仕活動を企画する中で、スポット的な活動ではなく、長期的な企画が必要と考える。
以上。

２７７０地区川口モーニングロータリークラブ創立３０周年記念式典・祝賀会 平成２８年５月１５日（日）

左から川口・札幌・青森・旭川・京都ＭＲＣバナー

会場：ヒルトン東京御台場

左から桑原・笹川・竹村会員・宮永幹事・福居・林会員・高見会長・竹澤会員・
工藤会長（川口ＭＲＣ）・河﨑・小川会員

Topics

（写真提供：笹川広報委員）

平成28年5月14日 北海道新聞 朝刊桑原義彦会員の記事が掲載されました！

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）

脇坂 慎一

笹川

和廣

