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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

ロータリー親睦活動月間６月の月間 テーマ    平成２８年 ６月 ２日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

会長・幹事、年度を振り返って    場所   アートホテルズ旭川  ２F ザ・イーストルーム

    今朝の旭川市内・７条緑道 

”只今より 

旭川モーニング 

ロータリークラブ 

第１０８３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 

 

坂本信一会員です。 

坂本会員 

お願い致します。 
 

受付左から今井・宮永幹事・嵯城・坂本会員 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 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: 40 委員会
報告

7: 42 委員会
報告

7: 45 誕生月

記念品贈呈

会員皆様、おはようございます。６月に入りまして２０１５－１６年度も今日を含 

めて残り４回の例会を残すだけとなり、一年間会員皆様のご協力に心から深く感謝 

と御礼を申し上げます。次週９日は次年度各小委員会から活動方針発表、１６日は 

ガバナー公式訪問リハーサル、２３日は最終例会で会場は宮下１０丁目マルウンホ 

ールでの創立記念同伴の夕べとなっています。又、本日は例会会場が急遽変更にな 

りましたが、６月から当ホテルは１５Ｆを宿泊客の朝食会場として改修工事に入る 

ため、今迄のシャルムが使用できなくなりました。今後におきまして工事後に今ま 

で同様１５Ｆを使用できるのか、違う会場使用となるのかも含めまして、武田会員 

がホテル側と相談・調整を諮ってくれることになっています。さて、連日低温続き 

となっており、昨日は最高気温が１３℃で本日も１１℃前後と予想されており、会 

員皆様には体調管理等に十分ご注意されますことを申し上げ挨拶と致します。 

  

 宮永憲一幹事 

♪  Happy Birthday to You  ♪ 

今月の誕生は ６月  ４日生まれ武田昭宏会員です。 

             ６月２０日生まれ友重正親会員です。 

 

             ”心よりおめでとうございます。” 

桑原義彦例会運営委員長  

竹村陽子親睦委員会委員長 

１）国際ロータリー第２７７０地区川口モーニングロータリークラブより、創立 

    ３０周年記念式典終了の礼状 収受。 

  

  

創立記念（同伴の夕べ）を6月23日に予定しています。 

私たちロータリアンは、ご家族のご理解とご協力のお蔭で奉仕活動を継続できていると思 

います。今回は、会場も雰囲気を変え“マルウンホール”で「お箸で食べられるフランス 

料理」を企画しましたので、是非とも多数のご参加をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 竹澤国際奉仕委員長 

                  6月9日の例会時に、貧困と飢餓救済活動の一環として「書き損じハガキ、使用済み切手、 

                  テレホンカードそして落ち穂募金を受け付けますので、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 6月22日～26日に永山の家具センターで開催されます展示会は、昨年 

から「旭川デザインウイーク」と改名され、家具のみに留まらずすべ 

ての職種を対象として、旭川全体を活性化させることを目指していま 

すので、お誘いあわせの上多数のご参加をお待ちしています。 

 

竹村陽子親睦委員会委員長 



7: 50 3分間

ス ピ ーチ

7: 53

7: 55 食事と 懇談

食事と 懇談

食事と 懇談

start 

    

 ♫  
    ♪ 

                   2階 ザ・イーストルームにての朝食と懇談 

                              笹川・竹村・妹尾会員 

                   2階 ザ・イーストルームにての朝食と懇談 

                             坂本・井上・大久保会員 

                   2階 ザ・イーストルームにての朝食と懇談 

                          福居・石川・桑原・武田会員 

                   2階 ザ・イーストルームにての朝食と懇談 

                             嵯城・飛弾野・飯塚会員 

                   2階 ザ・イーストルームにての朝食と懇談 

                          高見一典会長・林・竹澤会員 

                   2階 ザ・イーストルームにての朝食と懇談 

                      飛弾野・飯塚・小川・小柳・河﨑会員 

坂本信一会員 
                     おはようございます、三分間スピーチを担当させていただきます坂本です。宜しくお願いいた 

                     します。今日は備えて安心地震保険の話をさせていただきます。お手元にチラシをお配りして 

                     いますのでご覧下さい。日本損害保険協会で出していますチラシですが、経済的な備えその備 

                     えになるのが地震保険です。 

                     地震保険って何？地震・噴火・津波 地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原 

                     因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金をお支払いいたします。被災後の当面 

                     の生活を支える保険地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として「地震保険 

                     に関する法律」が１９６６年に制定され、政府と民間の損害保険会社が共同で運営し積み立て 

                     ています現在は約１１兆３０００億円積立てられています。 

                     地震保険はなぜ必要？火災保険では、建物・家財の火災による損害などの補償をしています。 

しかし地震による火災および倒壊などは、火災保険では保証されません。地震保険料控除以前の損害保険料控除は平成 

１８年１２月に廃止され、今は地震保険料控除だけです。地震保険「に加入するには？火災保険＋地震保険地震保険は 

単独では加入できません。火災保険にセットで加入する必要があります。対象となるもの地震保険の対象は建物の家財 

です。建物と家財はそれぞれで加入する必要があります。火災保険の契約金の３０％～５０％の範囲内契約金額の限度 

額 建物5000万円 家財1000万円保険料はお住いの地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。割引制度 建物の 

免震・耐震性能・建築年度に応じた割引制度があります。保険料の比較 木造ロ構造、建築年割引適用、保険金額1000 

万の場合東京都 29,300円 北海道 14,900円 熊本 9,540円 地震がおきたときには？支払われる保険金建物・家財 

に「全損」「半損」「一部損」の損害が生じたときに保険金が支払われます。 
  

                     



8: 25 ニコ ニコ
ボッ ク ス

8: 27 出席報告

総員 26名

出席 23名

88.46%

総員 26名

出席 24名

96.15%

88.40%

8: 30 点鐘

8: 30 理事会

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

本日の出席

  第1083回例会

6月2日

  出席率

修 正 出 席

  第1081回例会

5月19日

  出席率

実績平均出席率（5月19日現）41回

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

平成２８年６月２日現在累計金額     ２９５,０００円  

高見一典会長 終礼点鐘    宮永憲一幹事 

 

※ メークアップ  （敬称略）  ございません。 

 

旭川モーニングRC 

   例会出席簿 

桑原義彦例会運営委員長 

２０１６年６月２日 役員・理事会 

飛弾野正幸会員  ：前回の例会を休みました。申し訳ありませんでした。 

       【議  題】    

１． 次年度、7月例会について            

7月8日 ガバナー公式訪問 クラブ管理 運営委員長  

14日 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ① クラブ管理 通常席  会員理解月間について 運営委員長 会計予算説明 （会費納入案内） 会計  

21日 常盤公園例会（移動） クラブ管理 運営委員長 クラブの歴史を振り返って 

28日 「清流」自然と魚のふれあい地域興し 社会奉仕委員会 について 武田委員長 

*7月21日の例会については アートホテルズにて朝食後常磐公園に移動 。ラジオ体操を行い、ベンチ、水飲み場の 

見学、説明（当時、担当者）をして頂き現地解散にしたいと思います。  

（雨天の場合はホテルにて実施、説明）        

                                                                                                   以上 

飯塚達夫親睦委員 

場所  ：アートホテルズ 旭川 

時間  ：午前８時３０分～ 

例会場：２階 ザ・イーストルーム 

出席者：宮永幹事・武田委員長・石川委員長・小柳委員長 

出席者：河﨑会長・井上委員長・大久保会計・林副SAA 

      ・小川幹事 


