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第1133例会 № 01

平成29年7⽉6⽇（⽊） AM7:30〜

場所 アートホテル旭川 2F  ローアン

ホームページ http://www.asahikawamrc.com/ 

7⽉の⽉間テーマ モーニングロータリー会員理解⽉間

本⽇の例会プログラム 新年度初例会

国際ロータリー第2500地区第3分区

旭川モーニングロータリークラブ会報

Asahikawa       Morning       Rotary       Club

2017-2018年度スタート

安井 裕⼦ 会⻑ & 井上 雄樹 幹事
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安井 裕⼦会⻑挨拶 

　

　　　本⽇より会⻑として⼀年間皆様にお世話になります。

   先週撞⽊の儀にて河崎会⻑から渡された撞⽊が、ずっしり

   重みのあるものでした。

   驕らず、ひるまず、みんなの為になるかどうか？

   ⼀つ⼀つ、お⼀⼈お⼀⼈と向き合い、微⼒ではございますが

   井上幹事と共にしなやかに、伸びやかに務めて参る所存で御座います。

   どうぞ、みなさん宜しく御願い申し上げます。

   今年度ＲＩ会⻑ イアン・Ｈ・Ｓライズリー会⻑はロータリーに変化を

   もたらす をテーマとしています。ロータリアンである私達はこれまで

   よりも柔軟にクラブの例会、活動、発展の⽅法を決定できまたもっと

   多くの⼥性や多様な会員を向かい⼊れ⻑期計画、持続可能な奉仕、全レベル

   でのリーダーシップの継続性重視することで世界有数のボランティア組織で

   あり続けるよう努⼒をしています。 と謳っています。

   成瀬則之ガバナーは、今こそ⾏動を クラブが元気になる為に をテーマとされています。

   地区項⽬は６つ、各クラブの多岐に渡る活動を期待されています。

   我がクラブと致しましては「お互いの価値観を⼤切に」をテーマとしています。

   より強い絆、より深い友情で⾏動を共にして⾏くことが⼤切と考えます。

   

   できる限り会員の発⾔の場を設け会員の理解を深めて⾏きたく思います。

   クラブ⽬標と致しましては     ＊会員増強と維持活動の推進 ⽬標３名

                 ＊ロータリー財団、⽶⼭奨学会の理解、⽀援

                 ＊ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ に登録

                 ＊２５周年⾏事の成功

   です。 実⾏委員⻑宜しく御願い致します。５⼤奉仕委員⻑、活気ある奉仕活動を

   どうぞ御願い致します。井上幹事お世話になります。

   会員皆さんと事務局、林さん始め関わって下さる全ての⽅々に感謝をし、この⼀年務める

   事を念頭に簡単では御座いますが会⻑挨拶とさせて頂きます。
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         井上 雄樹幹事挨拶 

本年度幹事を務めさせていただくことになりました井上です。

このような⼤役を仰せつかりまして、改めて⾝が引き締まる思いです。

ロータリーに⼊会した理由は⼈それぞれかもしれませんが、私の場合は、それまでは⾃分の

職業に関する範囲だった付き合いの幅を広げて、社会に貢献していきたいと思っていた所に、

お誘いを受けたことがきっかけでした。

⼊会後、皆さんに暖かく迎え⼊れていただき、また、モーニングロータリーのとても楽しい雰

囲気に触れて、このクラブに⼊会して良かったと⼼から思いました。

朝の爽やかな空気の中で和気藹々とした例会に参加できるというのがこのクラブのとても

良いところだと思います。

幹事となった今も、その時の気持ちを忘れず、会員の皆さんが早く例会に参加したい、また

みんなと楽しく交流したい、そう思えるように会の運営をしていきたいと思います。

今年度は、モーニングロータリー創⽴２５周年という節⽬の年になります。私も含めて最近

⼊会した会員にとっては、これまでのモーニングロータリーの歩みを勉強するいい機会だと思

います。そして、モーニングロータリーをもっと好きになれるいい機会でもあると思います。

私が初めてモーニングロータリークラブの例会に出たのは、⼊会を翌⽉に控えた平成２５

年の７⽉ちょうど４年前でした。それから４年経ちましたが、まだロータリーのことについては、

わからないことばかりで皆さんにご迷惑をおかけすることも多々あるかと存じますが、⼀⽣懸

命頑張って安井会⻑を⽀えていきたいと思いますので、ご協⼒をお願いいたします。

■会務報告■ 井上幹事

１） 国際ロータリー第２５００地区２０１６〜１７年度駒

形ガバナーより、事務所閉鎖の案内状収受。      

（７⽉１⽇〜８⽉末⽇  直前ガバナー事務所とし

て残務整理期間）

２） 国際ロータリー第２５００地区稚内ロータリーク

ラブより、第３７回ライラセミナーの案内状  収

受。

    ⽇時  ９⽉２⽇（⼟）〜３⽇（⽇）１泊２⽇

    会場  稚内サンホテル

３） 国際ロータリー第２５００地区釧路ベイロータ

リークラブより、創⽴２０周年記念誌 収受。

４） 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№１３５３〜０３６０収

受。

５） 旭川市内６ロータリークラブより、会報６⽉分収

受。

６） ⼀般財団法⼈ ⽇本国際飢餓対策機構より、寄

付に対する感謝状収受

７） 旭川市暴⼒追放運動推進協議会より、平成２９

年度夏の暴⼒と⾮⾏の追放運動街頭啓発の案

内状収受。

  ⽇  時 ８⽉４⽇（⾦） １４：００〜１５：００

  集合場所 平和通会買物公園 旧⻄武Ａ館前
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♦誕⽣祝い記念品贈呈♦

坂本 信⼀ 親睦委員⻑

⾶弾野 正幸会員7⽉3⽇

井上 雄樹会員7⽉6⽇

嵯城 俊明会員7⽉23⽇

みなさまおめでとうございます！！

❖ニコニコボックス❖

坂本 信⼀ 親睦委員⻑

武⽥ 昭宏 安井会⻑ 

井上幹事 今年１年

間、健康に留意され、

ご活躍を期待してま

す。

河﨑 ⾼麗雄 安井・井上丸の出航を祝して

宮永 憲⼀ 安井会⻑ 井上幹事 1年間頑張って

下さい

安井  裕⼦会⻑  今年度いよいよ始まりました。皆

様どうぞ宜しくお願いします

⽵村  陽⼦  安井会⻑、井上幹事これからの1年間

お忙しい事と思いますが、お体⼤切によろしく

お願いします。

⽵澤 元男 安井会⻑、井上船頭さん今年はご苦労

様です。

坂本  信⼀  今⽉から1年間親睦委員⻑として明る

く元気に楽しい例会作りにガンバリますのでよ

ろしくお願いします。

福居  恵美⼦  新しい年度、安井会⻑、井上幹事よ

ろしくお願いします。

⾶弾野  正幸  安井新会⻑、新役員1年間楽しいク

ラブにもりあげて下さい。

林  雅美  新年度のスタート、気持ちを新たにがん

ばります。どうぞ宜しくお願い致します。

⽯川千賀男  安井・井上丸の船出を祝して！！待望の

旭川市庁舎の基本実施設計が、久⽶・柴滝・中

原JVで、昨⽇のプロポーザルで決定しました。

皆さん、喜ばれる庁舎にするようがんばります。

⼩柳 裕⼦ 安井会⻑・井上幹事の船出を祝して！

ニコニコボックス 7⽉6⽇ 13件 25,000円

 累計⾦額 388,000円

♦委員会報告♦

クラブ運営委員会 嵯城 俊明委員⻑

「出席率向上」

総論

ロータリーの活動を考

えるならば内に向けた活

動の延⻑上に外へ向けた

活動があり、まずは⾃分

⾃⾝そして所属クラブを

⾼めることが結果として地

域社会へと波及し、地域

社会との絆を築くのでは

ないでしょうか？このこと

を踏まえまして・・・

１．「⼈が輝くから会が輝く」

ロータリーに限らず各々の「会」を発展させる物、特

徴づける物の⼀番は何か？それは掲げる崇⾼なる理

念ではなく、ましてや会費の⾼さでもないと考えます。

理念とは会の⽅向性ですからとても⼤事だと思いま

すが⼀番ではないだろうと。また会費も我々の活動資

⾦になりますから⾼い⽅が良いかもしれませんがこれ

も⼀番ではないだろうと。それでは会を⼀番に発展さ

せ特徴づけるものとは何か？それは会に集う⼈ではな

いでしょうか。外から⾒ていて会が輝いて⾒えるのは

メンバーが輝いているからです。だからロータリーは⻑

年に亘り魅⼒があるのです。我々、モーニングロータ

リーのメンバーが輝くためのひとつとして会員相互の

絆を築くことが⼤事と考えます。そしてその先に地域社

会との絆があるのではないでしょうか。

その会員相互の絆を築くために必要なのが出席

率向上・・・

２．「出席義務を果たすのではなく、出席できる権

利を⾏使しよう」

出席することにより仲間ができますと、段々と積極

的になります。ロータリー活動に⾏くというよりも仲間

に会いに⾏く感じになるのかもしれません。そして何よ

りも「全員が集うこと」「全ての例会に出席すること」こ

のことに⼤きな意義があると考えます。単純に多くの仲

間に多くの時間会える。ただそれだけでも絆は深まる

のではないでしょうか。

「楽しくなければロータリーじゃない」と思います。し

かしながら「楽しいだけでもロータリーじゃない」この

ふたつの要素があってこそロータリーだと思います。そ

してこのようにして会員相互の絆を深めた先に地域社

会との絆があるのではないでしょうか。
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ですから出席率向上はとても⼤切なことだと思い

ます。

各論

出席率を向上させるためには前述の意義を伝える

ことも重要ですがその他の⽅策として

１．４回連続での⽋席の場合は、会⻑または幹事が

近況報告を含め⾯談を⾏う

２．具体的な年間の数値⽬標（例会出席率８５％、修

正出席率９０％）を決め、各会員に意識を促す。そ

して例会出席率、修正出席率のチェックをしなが

ら現状を全員で共有する

３．半期に１度「例会出席率１００％の⽇」を設けてそ

の趣旨をご理解頂き、ご協⼒をお願いする。やむ

を得ず⽋席の場合はメーキャップを必ずして  

１００％にこだわる

４．モーニングロータリーの存在意義である朝の通

常例会の回数を増やす

５．ゲストスピーチでは会員の皆様から⾯⽩く、興味

を引くゲスト探しにご協⼒を頂く

６．会員発表という会員が活躍する場を多くしてみ

んなで例会を作る。例えば会員スピーチでは新

会員は先輩の事を知らないので、先輩の皆さん

に、経歴、職業、趣味、ロータリーの体験談などを

新会員に理解を深めてもらうためにも話をして

もらう

年間予定

・会員スピーチ

７⽉２０⽇林

９⽉１４⽇⼩川

１０⽉１９⽇笹川

１⽉１１⽇⾶彈野

３⽉２２⽇渡邊

４⽉１９⽇⽯川

５⽉２４⽇⼩林

・委員会スピーチ

８⽉３⽇⽵村（会員増強）

９⽉７⽇⽵澤（識字率向上）

１０⽉１２⽇武⽥（⽶⼭）

１１⽉２⽇宮永（財団）

１⽉２５⽇今井（職業奉仕）

２⽉１⽇⽵澤（世界理解）

３⽉１⽇福居（⽔と衛⽣）

４⽉５⽇林（⺟⼦と健康） 

出席報告

本⽇の出席 第1133回例会 総員24名

7⽉6⽇ 出席22名

出席率 91.67％

修正出席 第1131回例会 総員2６名

6⽉22⽇ 修正出席21名

修正出席率 80.77％

ビジター ございません

メークアップ 6⽉29⽇ ⼩柳裕⼦（旭川東RC）

6⽉29⽇ ⾼⾒⼀典・安井祐⼦（旭川

東北RC）

川﨑前会⻑へ感謝状贈呈 ⼩川前幹事へ感謝状贈呈

福居会員より安井新会⻑へ

笑顔の花束贈呈
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受付 坂本 渡邊 林 会場監督 林

笹川 ⽊村 宮永 ⽯川 ⽵村 ⼤久保 ⾶弾野

今井 飯塚井上 坂本 嵯城 川﨑

⽵澤 福居 安井 林⼩川 武⽥ 渡邊 桑原

第1回 役員理事会 出席者の皆様

左より 笹川、武⽥、嵯城、川﨑、宮永、

安井、井上、林
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会員増強 前年度会計

クラブ管理 会長・幹事

クラブ管理

クラブ管理

親睦 東ＲＣ

下記のとおりとする。
ガバナー公式訪問時の２次会についてはガバナー幹事に確認する

９月２日～３日のライラセミナーには、井上幹事が日帰りで出席する。各会員
の事業所の従業員にも参加を呼び掛けることとした。
会員増強について、具体的な数値目標を掲げてはどうかとの意見が出た（たと
えば目標３０名）。

25日 7 1139 ガバナー公式訪問：例会

31日 8 1140 ３クラブ合同夜間例会

17日 休会

24日 7 1139 ガバナー公式訪問：クラブ協議会②

8月3日 5 1137
委員会スピーチ（会員増強について）
前年度会計報告

10日 6 1138 クラブ協議会①（ガバナー公式訪問について）

　　　　１．　２０１７年.  ８月スケジュールについて

　　　　２．　その他

例会 通算 例会プログラム 　担 当 委 員 会   　　　摘　　　 要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 時 　間　  午前　８：３０～　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例会場　　2階　ローアン

　　　冠　省　　役員・理事会の議事録を作成いたしましたので、ご確認下さい。
　　　　　　　　ご不明な点等ございましたら、幹事までご連絡下さい。

　　【議　　題】

2017年～2018年 　     

  第１回　役員・理事会議事録
2017年7月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場　 所　  アートホテル旭川　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１7～２０１8　ＮＯ．　１

旭川モーニングＲＣ  役員・理事　各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川モーニングロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会  　長　　  　安井　裕子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹  　事　　  　井上　雄樹
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