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第1153例会 № 20

平成29年12⽉7⽇（⽊） AM7:30〜

場所 アートホテル旭川 15F MINORI

ホームページ http://www.asahikawamrc.com/ 

12⽉の⽉間テーマ 家族⽉間

本⽇の例会プログラム 年次総会

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

会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

皆様にお詫びをしなく

てはなりません。私事

で恐縮です。

去る11⽉29⽇、指名

委員会、翌⽇の移動

例会、そして12⽉1⽇

の国際奉仕活動から

帰られた4名の⽅々の

帰任の報告会までも

⽋席する事になりました事をお許し下さい。

11⽉23⽇から28⽇まで勤続２５周年の特別休暇を利⽤

して宮城県の弟家族と私、娘、孫の６名でインドネシアの

バリ島に⾏きました。ところが帰国予定の朝、リザベー

ションの確認をしたところデンパサール空港が閉鎖という

事態に⾄っていました。

アグン⼭の噴⽕によるもので、いつ復旧かは不明との政

府の⾒解でした。その後毎⽇ホテルを転 と々し、（その間

観光しましたが）空港の⽋航難⺠となりました。

着替えに困り買⾜しながら⼦供たちの着替えはコインラ

ンドリーでと持参したところ、おばあさんが店番し、洗濯を

してくれるランドリーで、3時間後に受け取ることで、ホテ

ルに持ち帰り確認すると、孫の下着と私の下着がありま

せんでした。

遅延したホテル代、国内線、ＪＲチケット全て実費です。当

初の旅費の3倍の費⽤です。

そこで皆さんにお聞きします。

今回の私の事例の場合により掛かった諸々の費⽤は海

外旅⾏保険から保障されるでしょうか？ 

答え ： されません 

    理由【⾃然災害（噴⽕）は対象外】です。

ようやく3度⽬のリザベーショ

ンできた便

に乗る為に

3時 間 前か

ら空港で待

機して

いまし

たが 、

搭乗⼨前にまたノンフライトになり、その⽇は、夜中であっ

た事もあり、ホテルを探して移動する気⼒もなく空港で⼀

夜を過ごしました。

５歳、３歳の⼦供がいるので、床にダウンを敷き、寝かせ、

私達は交代で短い睡眠を取り、翌⽇のフライトにすぐに

対応出来るよう準備しました。翌⽇早々にようやくフライト

予定が⽴ち気がつくとどこからともなく⼤勢の⽇本⼈が

やってきていました。そして、帰国ができたのが１２⽉２⽇

成⽥着で帰って来る事が出来ました。

当初予定の４泊６⽇が９泊１１⽇のビッグバカンスとなり

ヨーロッパ⼤陸旅⾏が可能な程の費⽤が掛かりました。

⾮常に思い出深い旅となりましたが、皆さんには⼤変ご

迷惑をお掛けしました。

折⾓なのでバリ島のＲＣを少し調べてみました。ＲＣは１

６団体あるようです。⽇本のＲＣとの友好も紹介されてい

ます。

⼤阪⻄ＲＣは識字率向上に向けての活動、堺清陵ＲＣは、

⽔プロジェクトでタンクップ集落の４箇所７２世帯に貯⽔

槽贈呈、クラブからは１４名参加訪問しているようです。

⽇本という国は素晴らしい国です。改めて感じました。

以上で帰任報告終わります。有難う御座いました。    

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１２⽉ １⽇より １ドル 

 ＝１１２円（ １１⽉ １ドル 

 ＝１１４円）

２．旭川東北ロータリークラ

 ブより、『例会場について

のお知らせ状』収受。《２０１８年１⽉からの例会場》◎

旭川トーヨーホテル（市内７条７丁⽬）例会⽇：⽊曜⽇ 

１２：３０〜１３：３０◎  メークアップ会場は、１２⽉末ま

ではアートホテル旭川 １⽉より旭川トーヨーホテル

３．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２１２号』 収受。

４．旭川市共同募⾦委員会より、『平成２９年度 歳末たす

けあい運動（職域募⾦）への協⼒のお願い状』 収受。

♦  ♦  ♦
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 委員会報告

⽵澤 元男

 国 際 奉

仕委員⻑

タ イ 国  

D3330 ナ

コーンシー

タマラート

地 域 へ の

⽔ の 浄 化

装 置 設 置

⽀ 援 事 業

が 完 了し、

1 1⽉1 0⽇

(⾦)〜11⽉

17⽇(⾦)の

旅程で、譲

渡式に当クラブから4名（⽵澤、武⽥、河﨑、⾶弾野）が出席

してきた。詳しい現地レポートは、先週の移動例会時に配布

したが、今朝の例会であらためて、みなさまにご報告する。ご

協⼒に篤く感謝申し上げる。また、ご覧のようにバナー交換

で交流を図ってきた。良い記念になった。（広報編集）

♦  ♦  ♦

⽯川 千賀男 創⽴25周年実

⾏委員⻑

旭川市役所との協議を進めて

いる。記念講演は旭川⼤学短期

⼤学部 幼児教育学科 准教授 

清⽔ 冬樹 (しみずふゆき）⽒に

お願いしているところ。⽒によれ

ば、3歳児のうち約7％に弱視が

認められ、早期の視⼒検査が求

められている。当クラブとして、幼児⽤視⼒検査機器の充実

に貢献できないかと考えている。（広報編集）

♦  ♦  ♦

年 次 総 会

安井 裕⼦ 会⻑

年次総会を開催いたします。

指名委員会の決定事項を報告させて頂き

ます。

旭川モーニングロータリークラブ定款第８

条、第２節、及び細則第３条  選挙と任期

により次々年度の会⻑選出、及び次年度

幹事、会計及び役員理事の選挙を⾏う事

とされております。

１１⽉２⽇の臨時総会にて決議された指名

委員会は現会⻑（⽋席）、次年度会⻑、過

去３ヵ年会⻑の４名と現幹事の井上幹事

がオブザーバーとして参加で取り⾏われ、

慎重に審議の上、満場⼀致の結果、宮永

憲⼀会員を次々年度会⻑に指名致しまし

た。ご本⼈の了承も頂いております。ここ

で報告申し上げます。

次年度幹事、会計につきましては既に嵯

城次年度会⻑に選任頂いており、⽊村和

哉会員が次年度幹事、会計には今井孔太

会員が決定しております。

ご承認、お願い致します。

尚、次年度の役員理事につきましては、嵯

城次年度会⻑に選任をお任せ致しており

ます。年末ファミリーＰの際に発表頂く運

びとなっておりますのでご了承お願い致

します。

以上をもちまして２０１７〜２０１７年度年

次総会を終了させて頂きます。

出席報告 ⼤久保 昌宣 例会運営委員会 

本⽇の出席 第1153回例会 総員24名

12⽉7⽇ 出席21名

出席率 87.50％

修正出席 11⽉23⽇は休会のため、修正出席はござ

いません。

ビジター ございません

ゲスト ございません

メークアップ 11⽉21⽇ 河﨑 ⾼麗男（メジャードナー

午餐会）

12⽉2⽇ 嵯城 俊明 （旭川東RC）
省略を免れ、無事に出席報告する⼤久保例会運営委員⻑！
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坂本 信⼀ 親睦委員⻑

ニコニコボックス 12⽉7⽇ 7件16,000円

年度累計⾦額 160,000 円

１ ⽵澤元男 先⽉は国際奉仕としてタイに⾏ってきま

した。尚12⽉は誕⽣祝いを頂きます。

２ 福居恵美⼦ ネームプレート持ち帰りすみませんで

した。

３ 武⽥昭宏 11／10〜16⽇まで千歳よりタイ・バンコ

ク経由で、クラビ空港に到着しタサラRCの皆さ

んの私達の顔写真⼊りの横断幕をもってのお

出迎えをいただき、その後ナコンシータマラー

地区の5箇所設置の⽔の浄化装置の完成落成

式に4名で参加し、それぞれのコミュニティでの

祝賀会は、⽣徒さんと町⺠達のタイの演芸で盛

⼤にむかえていただき、感動いたしました。⾊々

ありがとうございました。

４ 飯塚 達夫 移動例会で⽋席し、会報⽤写真でお世

話になりました。

５ 安井会⻑ 移動例会では⾼⾒さんのお野菜をプレ

ゼントして頂いたようですね。ありがとうござい

ます。⻑い間の休暇でみなさんにご迷惑をおか

けしました。申し訳ありませんでした。

※以下は前回の移動例会時に預かっていた追加分です

６ 河﨑 ⾼麗男 喜寿の誕⽣祝いを戴きましたので。

⼜、先週、東京にてＲＩ会⻑、イアン・ライズリー夫

妻とロータリー財団管理委員⻑ポール・ネッ

ツェル⽒を囲んでの午餐会に、妻と⼀緒に出席

してきました。

７ ⾶弾野 正幸 タイ国ナコーンシタマラート会の⼩学

校に⽔の浄化装置の現地⾒学に⾏ってきました。

会員の皆様に⼤変御世話になりました。

今朝の冬景⾊

受付 嵯城、中岡、⼩林

会場監督 林

安井、井上

安井会⻑ 思い出のバリ島⼟産
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⽵村会員増強委員⻑クリスマスファミリーパーティのゲスト参加呼びかけ

⼩林、安井

宮永、安井

笹川、安井

皆勤賞おめでとうございます

皆勤24年 河﨑 ⾼麗男
皆勤22年 ⽵澤 元男
皆勤21年 武⽥ 昭宏
皆勤 9年 ⾼⾒ ⼀典
皆勤 8年 ⼩柳 裕⼦
皆勤 7年 安井 裕⼦
皆勤 6年 ⽯川 千賀男
皆勤 5年 宮永 憲⼀
皆勤 3年 笹川 和廣

皆勤 2年 飯塚 達夫

皆勤 1年 ⼩川 伸治・⼩林 睦明

誕⽣⽇プレゼント 安井、⽵澤、坂本、井上

四つのテスト ⽵澤 ⽂字が⼩さかった〜

ニコニコボックス 坂本
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⽵澤、⽯川、⽵村⼩柳、福居

⼩林、嵯城

河﨑 桑原

坂本、今井、⼤久保

渡邊、武⽥

宮永、笹川

⾶弾野、林
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