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第1139例会 № 07

平成29年8⽉25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/ 

8⽉の⽉間テーマ 会員増強および拡⼤⽉間

本⽇の例会プログラム ガバナー公式訪問

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

会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

昨⽇のガバナー公式

訪問クラブ協議会の

開催にあたりまして

は、成瀬ガバナー、⾕

川ガバナー補佐、⼭

⽥、⼭崎副幹事 有

難う御座いました。併

せて懇親会を含め真

夜中までお付き合い頂き感謝申し上げます。昨⽇ガバ

ナーからの総評にて、お話された中から私なりに気付

きがありましたところを挙げてみます。

 ＊クラブの柔軟性を持つ

 ＊例会は出席しなければいけない

 ＊親睦と奉仕（職業奉仕）

 ＊誇り、職業奉仕

 ＊会員増強

 ＊⾃クラブがどうなりたいのか、将来・・・

考えさせられます。

⼊会した１０年、ロータリーの根本は奥が深く、理解し

にくいと思っていましたが、シンプルに、そして、更に具

体的に会員全員でクラブを考える為のヒントを頂いた

ように感じました。私達のクラブは愛ロータリー、⼀⼈

⼀⼈の愛を⼤切にしています。

会員の⽬の輝きが全てです。⼀丸となり、会員増強と

共に更に活気あるクラブにしてゆきます。２⽇間、お世

話になりました。有難う御座いました。

会務報告

井上 雄樹 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２０９収受。

２） 公益財団法⼈⽶⼭

   梅吉記念館より、館

 報３０号並びに秋季例祭の案内状 収受。

 ★ 秋季例祭

  ⽇時  ９⽉１６⽇（⼟）１４時〜

  場所  ⽶⼭梅吉記念館ホール

   ＊式典  １４：００

   ＊講演  １４：３０

   講師 伊藤 博 ⽒

クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで301⽇クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで301⽇クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで301⽇
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東京農⼯⼤学名誉教授・動物先端医療センター院⻑

  演題 「ヒトと動物の絆」

 〜動物との共⽣により優しい⼼を育みましょう〜       

 ＊懇親会 １６：００ 講師や全国ロータリアンとの情

報交換と懇親

 ※ 登録料無料！ 多くの皆様のご参加を！

３） ８⽉中市内ロータリークラブ例会変更通知（追加）

  ８⽉２９⽇（⽕） 旭川⻄ＲＣ 移動例会

   グランドホテル

４） 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№３２５ 収受。

協 議 会 会 ⻑ 挨 拶

安井 裕⼦ 会⻑

 

  改めまして、本⽇国際ロータリー第2500地区 成

瀬則之ガバナー公式訪問、クラブ協議会の開催に

あたり、成瀬ガバナー、⾕川第三分区ガバナー補佐、

地区⼭⽥副幹事、⼭崎副幹事にはタイトなスケ

ジュールの中そして我がクラブの希望の時期にお

越し頂けた事に⼼より感謝申し上げます。と共に地

区を初めとする幅広いロータリー活動にご尽⼒を賜

り併せて敬意を表します。

  先ほど成瀬ガバナーとの会⻑幹事懇談会にて、今

年度に於けるクラブ運営をレクチャーさせて頂きま

した。ＲＩ 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 をテーマとしており、クラブの

様々な柔軟性を求めています。成瀬ガバナーは今こ

そ⾏動を クラブが元気になる為に をテーマにさ

れております。

  地区⽬標は６項⽬で、各クラブの多岐に渡る活動

を期待されております。我がクラブに於いては４項⽬

を⼤きく掲げ、各委員⻑が旗振りをし、会員全員の

参画向上を⽬指し世界で、地区で、そしてこの地域

で貢献する事が⼤切です。会員のアイディアを出来

る限り引き出し⾏動に移して⾏きたいと決めており

ます。

  創⽴２５周年の⼤切な節⽬、その重責を感じながら

も⼀⽅では⼤きな意味があると⾃⾝には⾔い聞か

せて、「みんなの為になるかどうか」を常に問い、活

気あるクラブ運営を⾏きたいと思います。

  ここからは各委員⻑の発表とさせて頂きます。簡単

ですがガバナー公式訪問、クラブ協議会開催にあ

たりましての挨拶とさせて頂きます。

出席報告 ⼤久保昌宣 例会運営委員⻑

本⽇の出席 第1139回例会 総員24名

8⽉25⽇ 出席23名

出席率 95.84％

修正出席 第1137回例会 総員24名

8⽉3⽇ 修正出席24名

修正出席率 100.00％

修正出席 第1138回例会 総員24名

8⽉10⽇ 修正出席24名

修正出席率 100.00％

ビジター 8⽉17⽇ 旭川ＲＣ １名

     旭川北ＲＣ 2名

8⽉25⽇ 旭川ＲＣ 1名

     旭川⻄ＲＣ 2名

     旭川北ＲＣ 2名

     旭川東北ＲＣ 2名

メークアップ 8⽉10⽇ ⼩川信治（旭川東ＲＣ）

8⽉14⽇ ⼩林睦明（旭川南ＲＣ）

8⽉18⽇ 福居恵美⼦（旭川ＲＣ）

8⽉21⽇ 福居恵美⼦（旭川南ＲＣ）

8⽉23⽇ 坂本信⼀（旭川北ＲＣ）

8⽉23⽇ 井上雄樹（北海道2500ロータ

リーＥクラブ）

国際ロータリー第2500地区

成瀬 則之ガバナー公式訪問クラブ協議会

平成29年8⽉24⽇(⽊)17:00
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（編集注：以下の記載は、各委員⻑発⾔内容のうち、本

年度活動計画書と重複する部分を省略したものです。

活動計画書と併せてご覧下さい）

❖クラブ管理運営委員会

 ☆嵯城俊明委員⻑

  （代理：⼤久保昌宣例会運営委員⻑）

 ☆坂本信⼀親睦委員⻑

❖会員組織委員会

 ☆河﨑⾼麗男会員組織委員⻑

成瀬ガバナーには地区内の多くのクラブ公式訪問

という激務のご苦労を頂き、さらに地区運営を含め、

クラブ運営指導におきまして多⼤なご尽⼒を頂き、

⼼から敬意と感謝を申し上げます。

⼜、第三分区⾕川ガバナー補佐を初め随⾏地区委

員の皆様、⽇々ご苦労さまでございます。

私は、今年度の会員組織委員会委員⻑であります

河﨑⾼麗男です。宜しくお願い致します。今年度の

活動計画書の25Ｐに掲載しているとおりであります

が、当委員会は、クラブ組織の基盤強化を基本⽅針

とする。ロータリー戦略計画の優先事項プログラム

のサポートと強化の⽬標のもと、各委員会と連携し

てクラブの⾰新性と柔軟性の向上に努め、元気なク

ラブづくりをめざすため、会員組織委員会の在り⽅

についての8⽉18⽇委員会議を開催いたしました。

まずは、会員−充填・未充填職業分類表の作成に

ついての⾒直しを⾏いました。近年各クラブの職業

分類の決め⽅に疑問を感じるものも有り、当該地域

社会の職業分類調査から、職業分類の原則を適⽤

し、充填・未充填が⼀覧できる職業分類表を作成す

る必要から、本クラブの職業分類を再検討し、本来

の22⼤分類をもとに中分類を廃⽌⼩分類にまとめ

ました。

既にオリエンテーションと云うより会員全員のクラブ

会員研修会も開催し、会員増強⽅針も例会で発表し

⾏動を始めています。今年度は特に創⽴25周年を

迎える年度として、会員増強と会員維持に努め、会

⻑の⽅針に沿って30名の確保を⽬指し新⼊会員の

⼊会を促進し、退会防⽌に現

会員が協⼒し合って組織の充実を図りクラブの活

性化を図る事とし、その実現に向けて他委員会との

緊密な連携はもとより、全会員とのコミュニケーショ

ンを図り、より魅⼒的なクラブ活動に務め、会員⼀⼈

ひとりが積極的に⼊会を勧める意欲を⾼められるよ

う先導し、クラブ会員全員が取り組んで頂ける様推

進して、クラブの存続が確実になる様努⼒していき

たいと思います。

また、「⼊会してよかった」と思われるクラブとなるに

は、会員のニーズをしっかりと把握し、その期待に応

えることが重要ですので、会員満⾜度アンケートを

活⽤して会員のニーズを調べ会員からのフィード

バックを提供してもらい、地域に貢献していると実感

でき、仲間との友情を育むことのできるクラブとなる

には、どうすればよいかを考えて⾏きたいと思います。

 ☆⽵村陽⼦会員増強委員⻑

  (8/3会報に詳細掲載済）

 ☆⼩柳裕⼦会員研修委員⻑

  ・クラブ内の和を図ることを⼀番に

   考えます。

  ・第1回の研修会｢CLPについて｣を

   開催しました。来年3⽉に第2回を。

❖広報IT委員会

 ☆飯塚達夫委員⻑

❖ロータリー財団・⽶⼭推進委員会

 ☆武⽥昭宏委員⻑

旭川ＭＲＣは、今年度で創⽴25周年（平成30年6⽉

22⽇（⾦）記念式典・祝賀会の運びです。

この創⽴24年間で財団表彰→

①年次寄付1⼈当たり優秀クラブ1位〜11回表彰、

2位〜1回、3位〜１回 合計13回

②毎年あなたも100＄を→クラブ賞を受賞

③財団⼤⼝寄付（メジャードナー）→2名クラブ会員

が表彰

との実績あるクラブです−−−−−が、近年多少財

団に対し熱意に陰りが⾒えつつありますので、今年

度委員会の⽬標としまして、財団の寄付⾦には、下

限あり、上限なしとして理解をいただき、⽶⼭

10,000円以上、財団⼀⼈あたり200＄以上として進

めていこうと思っています。ここ数年間、新会員が多

く⼊会されましたので、−−−−−ここで財団の原点

に返って、⽉間例会時に財団への理解について説

明をいたし再度ご理解をいただこうと思っています。

項⽬的に

①⽶⼭・財団の使命と戦略計画

②３年間で取り組むべき優先項⽬と⽬標の理解

③シェアシステムの内容とＤＤＦとＷＦの理解

④補助⾦の種類（地区補助⾦、グローバル補助⾦）

その重点分野（６項⽬）

⑤寄付の種類（年次基⾦、恒久基⾦）

⑥認証ポイントの活⽤と個⼈の認証⼀覧

個⼈の認証⼀覧

・財団の友毎年100＄以上

・ポールハリスソサエティ毎年1,000＄以上

・ポールハリスフェロー累計1,000＄以上

・マルチプル累計2,000＄以上

・ベネファクター現⾦1,000＄以上

・⼤⼝寄付メジャードナー累計10,000＄以上

 ☆宮永憲⼀ロータリー財団委員⻑

 （⽶⼭記念奨学会委員⻑兼務）

❖奉仕プロジェクト委員会

 ☆⽊村和哉委員⻑

 （代理：林雅美委員）

本稿の⽂章責任は、

すべて広報委員会

にあります。
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前年度の活動を踏まえ、地域に貢献するための企

画、実⾏を基本とし、⾃分たちのできる範囲で⽬標

を実⾏したい。

2500地区第３分区として全体で取り組める事はな

いか、理事会と連携を図って考えていきたい。

地域へのアプローチを⽬標に4つ⽴てた

 １ プロジェクトの意義を再確認する事

 ２ 現状把握 何に貢献できるか意⾒交換

  そして企画をする

 ３ 予算に合った提案書を⽴案する

 ４ 無理無駄のない実⾏・運営・達成

４つの委員会（職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、⻘

少年奉仕）が連携協⼒して、それぞれの活動⽬標

がスムーズに達成できるよう、協業していく中で地

域に貢献できる事を考えたい。

 ☆今井孔太職業奉仕委員⻑

 ☆福居恵美⼦社会奉仕委員⻑

 ☆⽵澤元男国際奉仕委員⻑

ストレートチルドレン飢餓対策２３回継続中。タイへ

の⽔浄化装置寄贈１基⽬あと５基予定。３⽉の季候

の良い頃に完成を⾒届けに⾏けるのではないか。

 ☆⾼⾒⼀典⻘少年奉仕委員⻑

９／２・３稚内のライラセミナー計５名参加を予定中。

質疑事項

１ 地区事務所の固定化

２ ガバナー経費アンケート

質疑事項が出されましたが、成瀬ガバナーより、あ

くまでも個⼈的な⾒解との断りのうえで、以下のお

考えを伺いました。

１ 地区事務所の固定化は、経緯のある話だ。現

在、固定化されているのは全国34地区のうち13地

区と聞いている。個⼈的には時期尚早と思われる。

もう少し賛成・反対の意⾒を出し合い議論を尽くし

てから結論が導かれるべきものと思う。

２ ガバナー経費アンケートについては初めて聞く

話だが、ＲＩも財政状況が厳しいと感じている。負担

区分にあいまいな部分があることが、問題の⼀因

かと思うが、基本的には地区⼤会参加費⽤はガバ

ナー⾃らが負担して、経費節減に努めることだ。

成瀬則之ガバナー総評

 私は割と勘が当たる。このクラブに申し上げる余

地は無いと思って来たが、皆さん発表の通りにやっ

ていただれば、それでいいと思います。

 ⾃然災害のことでは、同期に熊本の永⽥ 壮⼀ガ

バナーがいますが、⾃宅が崩壊しました。益城町に

２棟病院があり、うち倒壊を免れた⼀棟のみで90⽇

間診療継続された。ノミニー会、ガバナー会総額５０

０万円⾒舞⾦拠出した。

 北海道で良かったとは思うが、漁網被害で億円

単位の被害を出した事があるので、他⼈事ではな

いと思う。

以下は、個⼈的な意⾒だが、 

 例会出席を後ろ向きにとらえている空気がある。  

⾃分は⼊会の2000年乗組員当時4⽉から11⽉まで

0パーセントだった。ロータリーは出席しなければ意

味がない、夜間だけでも出席を、会費要員はダメだ

ぞと⾔われた。どこかで⽬覚めるべき事だ。  

 奉仕プログラムの重要性 親睦に偏り、奉仕後

退には危機感を感じる。職業奉仕は極めて重要。

難しくとらえず職業に誇りを持ってやることだ。

奉仕の理念を研鑽する｢⼊りて学び出でて奉仕せ

よ｣精神だ。ロータリアンが職業に誇りをなくしてい

るのではないかと危惧している

 会員増強  パワフル会員の⽵村さんがいて頼

もしい。ロータリーの友の8⽉号 クラブを訪ねて 

最新クラブ群⾺の⾼崎 ⽥中久男ガバナー 

51名増員伝説があるがこれは例外としても、例会

を⾯⽩くすることに尽きる。

 マイロータリー登録100％をお願いします

 財団のこと 奥周盛パストガバナーの訃報に落

胆しているが、メモリアル年度として取り組んでい

る。 ⾃分たちが寄付しているものの半分が3年後

に戻ってきて活動資⾦になっていることも考えて。

 ⻘少年奉仕 ローターアクトは残念だが、卒業

であっという間に居なくなってしまう。帯広ローター

アクト最盛期80名→20数名。⼀桁地区が多い ⽀

援は⾦銭のみではなく⼈的な⽀援を。本当は地域

の財産ですので、旭川モーニングローターアクトを

復活させて欲しいのだが。

 情熱信念を⼝にするのは簡単だが継続は難し

い。旭川ＭＲＣには⼤いに期待している。

⾕川敞ガバナー補佐講評

 成瀬ガバナーがすべて話をしたので、話が残っ

ていない。こういうガバナーが来られて、⽇を追うご

とに熱意がまして、第３分区の気温も上がってきた

のではないか？

 ６⽉に安井会⻑より電話が⼊った。モーニング例

会に参加して欲しい。美⼈の声⾊で来て快諾した。

 今⽇の協議会には委員⻑のみではなく全員が

参加している。ほかではオッサンたちの例会がほと

んどだが、さすがに雰囲気がエレガントだ。

 皆さんのご協⼒を頂いて、引き続きガバナーの

応援をお願いします。
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本稿の⽂章責任は、

すべて広報委員会

にあります。
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⾕川ガバナー補佐 成瀬ガバナー 安井会⻑

⾕川ガバナー補佐 成瀬ガバナー ⼭崎地区副幹事 ⼭⽥地区副幹事

⽵村 武⽥

⼩柳

成瀬ガバナー坂本司会による賑やかな懇親会（かた岡）

⾼⾒

河﨑 今井

⽵澤福居

安井会⻑
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 成瀬ガバナー 安井会⻑ ⾕川ガバナー補佐 成瀬ガバナー 安井会⻑ 井上幹事

 笹川 福居

⼩川 宮永 嵯城

 成瀬ガバナー 安井会⻑ ⽵村 ⼩柳 林（雅美）

 井上幹事 ⼭崎地区副幹事 ⼭⽥地区副幹事 ⾕川ガバナー補佐

 ⽵澤 坂本 ⾶弾野 渡邊 河﨑 今井 ⽯川

 ⾼⾒ ⽊村 桑原 武⽥  受付 坂本 ⼩林

 ⼤久保

8⽉25⽇

朝例会
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