
会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

旭川モーニングＲＣ 

今年度２５代⽬会⻑

を務めさせて頂きま

す安井でございます。

そして井上幹事です。

どうぞ宜しく御願い

いたします。

本⽇最初の３クラブ合同例会、ホストクラブの東クラ

ブ様、お世話になります。また、東クラブ様、東北クラ

ブ様の皆様には常⽇頃ご⽀援を頂き併せて感謝申

しあげます。

我がクラブでは先週 成瀬ガバナー公式訪問が終

了し、クラブ協議会の中で私⾃⾝（会⻑としての）気

付き、そして課題が⾒えて参りました。

２５周年の節⽬もありしっかりと地に⾜を付け、微⼒

ではございますが、皆の思い出に残るような⼀年にし

て⾏きたいと考えております。

親睦に始まり親睦に終わる。ロータリーは楽しくなけ

ればいけないと思います。

東クラブ様、東北クラブ様には今まで同様ご⽀援ご

協⼒を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

簡単ですが、挨拶とさせて頂きます。

会務報告

井上 雄樹 幹事

１） 国際ロータリー⽇本

事務局経理室より、ロータ

リーレート変更通知 収受。

９⽉１⽇より１ドル＝１０９円 

（現⾏１１１円）

ホストクラブご挨拶

旭川東RC

神村 武 会⻑

皆さんこんばんは。本⽇、

3クラブ合同例会出席有

難うございます。もう恒例

になり東北、モーニング両

ロータリークラブの⽅ と々

絆を強めさせて頂き、我

がクラブ活動の⼀翼となっていると感じ改めて感謝を申

し上げます。

8⽉も今⽇で終わりですが、この⽉は第⼆次世界⼤戦

で敗戦(1945年8⽉15⽇）して72年⽬、戦争の恐ろしさ

（広島・⻑崎の原爆投下など広範囲）を⾵化させないよ

う8⽉は連⽇に亘り各メディアが取り上げくれ、共鳴して

観ました。

そんな中ある興味深い番組がありました。TVフレッシュ

と⾔う番組で、担当しているのは⽶国⼈弁護⼠のケン

ト・ギルバート⽒が、第⼀次世界⼤戦の戦勝国⽇本は、

アメリカ・イギリス・フランス・イタリアなどと世界 5⼤国

のひとつになっていました。そして、現在は⽇本が⼤国

だと思いますか？

シンポジウムで約⼀年半前に東京読売ホールで、こうい

う質問をし、挙⼿で答えをいただいたところ、⽇本⼈が

⾃らの国、 ⽇本を次のよう⾒ていることに、びっくり仰

天！

⼤国だという⼈は約15%、⼤国ではないという⼈が約

50%残り35％の⼈は⼿が挙げなかった。そこで記憶が

よみがえったのは、⾃分が⼦供の頃、⽇本は戦時中⼀

等国、敗戦により三等国に成り下がった、⼤⼈が国の評

価を終戦後暫く囁ていたことを思い出しました。

真逆その印象の引きずりを、まだしているのだろうか。

そんな勝⼿なことを思っていたら、2 9⽇早朝メールで

政府からの発表とし北朝鮮のミサイルが通過、予告の

グアムでなく襟裳岬沖合に落下。 その後情報で⽇本越

え頻発の恐れ。

近代科学兵器の時代に役に⽴たないかもしれないが、

終戦間際経験した防空壕がまた必要かと更に、街の⽅

は⽥舎へ疎開。⽇本の平和憲法9条改正に拍⾞が掛か

る事になりそうだ。
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戦争で随⼀被爆国⽇本国⺠が危惧することを払拭、⼜

は、コントロール出来ない国は、先ほどの数字が⽰す様

に、 ⾃らの国、⽇本を⼤国とみる⼈が15%は案外正し

いのかな？とみます。

皆さんは、⽇本⼈であることに誇りを持つておられと思

います。 ⽇本を⼤国といえますか、 8⽉の⾒聞きの中か

ら話題にさせて頂きました。

今宵は年度の第⼀回⽬の3クラブ合同例会，職業分類

で職種の広がりあり、懇談で⾃らの⽣業に活⼒が⽣み、

明⽇へのロータリー活動に連動する意義ある例会にと、

更に欲張りかもしないが合同例会だから出来るのだ、⾔

うものが⾒つかれば、存在価値が増します。以上、期待

をこめて挨拶にかえます、 有難うございました。

  

旭川東北ＲＣ

茶⽊ 拓治 会⻑

皆様こんばんは、旭川東北

ロータリークラブ会⻑の茶

⽊と申します。今夜はまず

親クラブであります東クラ

ブ、そして兄弟クラブの

モーニングクラブの皆様に

親⼦、兄弟という事で⽇ご

ろから何かとご指導並びにご友情を賜わり、ここに感謝

申し上げます。

私は東北ＲＣの会⻑は２回⽬になります。前回は７年前

で東クラブは⼤隅会⻑、モーニングは福居会⻑そして⼋

重樫様がガバナー補佐でした。ここに⽴つと⼤先輩と

同じ会⻑席で緊張していたことを思い出します。

先週２５⽇は東北が、ガバナー公式訪問で第３分区のし

んがりとなりましたので、成瀨ガバナーの労を労い、お

帰りには残りの公式訪問の無事と網⾛までの安全をお

祈り申し上げ、お送りいたしました。

さて、２９⽇、３０⽇とＪアラートのなる中、函館へ本州の⽅

との会合の下準備に⾏っておりました。という事で挨拶

の準備は、できてなかったので函館の話をいたします。

新幹線効果もあって多くの観光客が⼊っていましたが、

北海道に来る⽬的はやっぱり⾷べ物です。函館はやっと

イカが取れだしたそうです。夜はやっぱり居酒屋でイカ

そうめん。昼は函館のＢ級グルメ、ラッキーピエロの「チャ

イニーズチキンバーガー」または、ハセガワストアの「やき

とり弁当」、そして朝は朝市の「うに・イクラ丼」でしょう。

「うに・イクラ丼」は本番に回す事にして戻ってまいりまし

た。

話はかわりますが、⼟曜⽇の夜、先ほどの公式訪問も終

え、くつろぎながら何気なくＴＶを⾒ていましたらお笑い

のブルゾンちえみさんが２４時間のマラソンランナーに決

まったというミーハーな話。そこでちえみさん、「⼥に⽣ま

れてよかった」とネタのセリフだと思いますが、「⼥に⽣

まれてよかった」⾊々あるよなときっとと思いながら、じゃ

あ「男に⽣まれてよかった」って何かな、何だろうと考え

つつ、最後には「ロータリアンになってよかった」というと

ころに辿り着きました。と⾔う訳で多様性のロータリーに

落ち着いたところで、本⽇の合同例会をご準備頂きまし

た東ＲＣの皆様に御礼申し上げ、ここで「⼥に⽣まれて

よかった」「ロータリアンになってよかった」東北ＲＣの畠

⼭幹事にバトンタッチいたします。

旭川モーニングロータリークラブ-2-

９⽉中市内他ロータリークラブ例会変更通知

９⽉  ５⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商⼯会１Ｆ

９⽉  ７⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 休     会 アートホテル

９⽉１２⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 職 場 訪 問 グランドホテル

９⽉１３⽇（⽔）旭川北 ＲＣ 早 朝 例 会 グランドホテル

９⽉１４⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 早 朝 例 会 花⽉会館

９⽉１９⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商⼯会１Ｆ

９⽉２１⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 例  会  ⽇  変 更 花⽉会館

９⽉２２⽇（⾦）旭川  ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル

９⽉２５⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 例  会  ⽇  変  更 アートホテル

９⽉２６⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル

９⽉２７⽇（⽔）旭川北 ＲＣ 職 場 訪 問 グランドホテル

９⽉２８⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル

９⽉２９⽇（⾦）旭川  ＲＣ 休     会 グランドホテル

旭川モーニングＲＣメークアップ時間 ＡＭ７：１５〜８：１５

旭川  他   ＲＣメークアップ時間 ＰＭ０：００〜１：００

★ メークアップ会場のお知らせ ★

① 旭 川・⻄・北ＲＣ   旭川グランドホテル      １Ｆ・フロント奥

② 旭川東・南ＲＣ      アートホテル旭川      １Ｆ・クローク前

③ 旭川東北ＲＣ     花 ⽉ 会 館      １Ｆ・フロント前

④ 旭川空港ＲＣ     東神楽町商⼯会      １Ｆ・ロビー

安井 裕⼦  3クラブ合同例会旭川ＭＲＣは19名で

出席させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたし

ます

⼩林 睦明  3クラブ合同例会おつかれ様です。ホス

トの東ロータリークラブ様本⽇はよろしくお願い

致します。あとこの場をお借りして前任の福嶋の

後任として9/1よりアートホテル旭川総⽀配⼈の

任に就く事になりました。微⼒ではありますが、今

後とも変わらぬおつきあいよろしくお願い申し上

げます。

河﨑 ⾼麗男  3クラブ合同例会を祝し親睦を楽し

みます。また今週のゴルフ例会に優勝させて頂き

ました。

⽯川 千賀男  東ロータリークラブの皆さん、お世話

になります。楽しみにして来ました。

⽵村 陽⼦  おひさしぶりです。3ＲＣ合同例会を楽

しみにしていました。

ニコニコボックス 8⽉31⽇ 5件 11,000円

年度累計⾦額 85,000円



旭川モーニングロータリークラブ-3-

茶⽊拓治会⻑（旭川東北） 太⽥英司⽒（旭川東）

鈴⽊哲⽒（旭川東北）、釋英照⽒（同左）、⽵村

渡辺正⼈⽒（旭川東） ⾼嶋善昭⽒(旭川東）

前野（優勝者） vs 林 前野 vs ⼩柳

井上幹事 安井会⻑ 畠⼭幹事 茶⽊会⻑



旭川モーニングロータリークラブ-4-

出席報告 

本⽇の出席 第1140回例会 総員24名

8⽉31⽇ 出席18名

修正出席 8/17休会のため、修正出席ございません

ビジター 旭川ＲＣ ２名

メークアップ 8⽉28⽇ 飯塚達夫（旭川南ＲＣ）

本⽇の1枚

⼩林総⽀配⼈誕⽣！

⼩柳 河﨑

坂本ソングリーダー

武⽥ ⽵村

嵯城

⽯川

渡邊 林 ⽵澤  井上 笹川 安井

⾶弾野
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