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第1155例会 № 22

平成29年12⽉21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 前期を振り返ってクラブ協議会③

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

皆さん、おはようござい

ます。前回例会クリス

マスファミリー パー

ティー、皆さん⼤変お

疲れ様でした。坂本親

睦委員⻑はじめお⼿

伝い頂いた会員には

準備段階全てお任せ

し、当⽇のオークションまでをやりきって頂きました。有難

うございます。

ファミリーもゲストもとても喜んで頂けたように思います。

特に⼩林会員のご配慮により特別美味しい料理を提供

頂けた事に感謝致します。

ゲストも６組８名をお迎え致しました。御誘致頂いた⽵村

会員、桑原会員、お忙しい中誠に有難うございました。是

⾮ご⼊会頂きたい⽅達ばかりです。⼊会推進にはどちら

にでも同⾏させて頂きますので引き続きの御牽引をお願

い致します。

本⽇は２０１７年度主な出来事をピックアップしてみました。

 ＊防衛省の通信打ち上げ（きらめき２号）種⼦島から打

ち上げられる。

 ＊⼤間のマグロ、７４２０万円史上２番⽬の⾼値で築地

市場初競り。

 ＊安倍⾸相、アジア⼤洋州歴訪。

 ＊アメリカ、トランプ⼤統領就任。

 ＊トルコで銃乱射、新年祝うクラブでテロが犯⾏声明。

 ＊アメリカ、ラスベガス同様事件 ５８名死亡。

 ＊将棋界、藤井４段が最多２９連勝記録更新。

 ＊フリーアナウンサー、⼩林⿇央さん死去。 

 ＊議員による不倫及び「この、ハゲー〜」騒動。

 ＊スポーツ界では松⼭秀樹、全⽶オープン２位同時に

世界ランキング２位で快挙。

 ＊フィギアの浅⽥真央が引退。

 ＊相撲では⽩鵬１３度⽬全勝。

 ＊野球界、清宮、⽇ハム交渉権獲得。

 ＊⽇⾺富⼠引退。

 ＊北朝鮮中距離弾道ミサイル発射、北海道上空通過。

 ＊２０１７年 流⾏語⼤賞 「忖度」 「インスタ映え」

 ＊２０１７年 漢字⼀⽂字  「北」

クラブ運営は前期が終了、そして今年⼀年が終わります。   

クラブ運営の振り返りは後に協議会で⾏います。

会務報告

井上 雄樹 幹事

1 . 国 際 ロ ー タリー 第

  2500地区  成瀬ガバ

  ナーより、『２０１７〜２０

  １８年度ガバナーノミ  

   ニー・デジグネート決

  定のご案内状』収受。

◎２０２０〜２０２１年度

ガバナー予定者

【⽒名】松⽥英郎

【⽣年⽉⽇】１９５５年７⽉２３⽇

【所属クラブ】富良野ロータリークラブ

＊詳細は別紙をご参照ください

２．国際ロータリー第2500地区ガバナー事務所より、『年

末年始休業のお知らせ状』収受

 ◎休業期間

  ２０１７年１２⽉２９⽇（⾦）〜２０１８年１⽉４⽇（⽊）

３．⼀般財団法⼈  ⽐国育英会バギオ資⾦より、『２０１６

年度事業報告書並びに基⾦への寄付のお願い状』

収受

４．市内他ロータリークラブより、１０〜１１⽉分クラブ会報 

収受      ♦  ♦  ♦

クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで183⽇          クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで183⽇          ☎0166-25-1551クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで183⽇          ☎0166-25-1551
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今朝の眺め
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クラブ管理運営委員会 

嵯城 俊明委員⻑

・メーキャップなしの出席率

100％例会を達成しましょう。

・クリスマスファミリーパー

ティが坂本親睦委員⻑の采

配のもと、⼤成功を収めさ

せていただきました。

会員組織委員会

河﨑 ⾼麗男委員⻑

会員組織委員会では、会

員増強委員会の委員⻑⽵

村陽⼦さんと委員には桑原

義彦さん。会員研修委員会

の委員⻑⼩柳裕⼦さん委

員には⾶弾野正幸さんの

2つの委員会を持っていま

す。

会員組織委員会の基本⽅針としてクラブ創⽴25周年

を迎え会員増強と会員維持に努め、会員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計りクラブの活性化を図る事、

全会員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、クラブの存続が確実になる様に、「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。⼜、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く事を基本のも

とに、 

①会員組織委員会をアートホテル1Ｆ嵐⼭の開催いた

しました。

まず、会員−充填・未充填職業分類表の作成について

当委員会は年度早期に、当該地域社会の職業分類調

査を⾏う。その調査から、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。関連業

種群を12から22に職業分類を62〜78とさせて頂きまし

た。此れは現在職業分類で1業種5名までは良い事に

成っているのにさらに似通った業種を作らない事にさせ

て頂きました。

②会員増強については、

新⼊会員を純増3名以上、新⼊会員候補者リストの作

成、⼥性会員へのアプローチ強化、退会防⽌策などを話

し合いました。結果、今⽉の年末ファミリーパーテーでの

ゲストに8組の⽅が出席頂いた事は⽵村委員⻑のアイデ

アで今後明るい会員増強が望めるのではないかと期待

できるのではないでしょうか。

②会員研修の在り⽅と今後の⽅針について話し合わ

れ、今年度も例年通りロータリー⼊会歴の浅い会員と共

に学ぶ研修会を上期と下期に各⼀回計画。⼊会5年以

内の新⼊会員を対象に研修会を実施する。例会、クラブ

フォーラム等を通じてロータリー情報を提供する。地区⼤

会やＩＭなどの会合に積極的な会員の参加を呼びかけ

会員個々の意識を⾼めていく事を話し合いながらも地区

⼤会では新しい会員の参加が⾮常に少なく残念でした。

4⽉には地区協も有りますので是⾮出席ください。

前期は⼩柳委員⻑からの提案で今クラブの必要なク

ラブリーダーシップ・プランについてもっと勉強して⾏きた

いと⾔う事で私に指名頂き、パワーポイントで皆さんに約

30Ｐの資料をお渡して研修会を致しました。是⾮読んで

理解をして下さい。今⼩クラブに求められているのはクラ

ブリーダーシップ・プラン取組みです。

広報IT委員会

飯塚 達夫委員⻑

・当クラブのホームページの

リニューアルを⾏いました。

・会報紙21号まで発⾏済み。

・『愛・逢ロータリー2017』と

して、⼩川委員によりロータ

リーの友の読みどころをご

紹介しています。

財団・⽶⼭委員会

武⽥ 昭宏委員⻑

 10⽉の⽶⼭⽉間と、11⽉ロータリー財団⽉間におき

前期を振り返って クラブ協議会

安井 裕⼦会⻑

２０１７〜１８ ＲＩ会⻑ イアンＨ・Ｓライズリー会⻑は「ロータリアンに変化をもたらす」をテー

マとしてロータリアンの変化に期待しています。そして成瀬則之ガバナーは、今こそ⾏動を・・・

クラブが元気になるために、そして私達の未来の為に・・・をテーマとされています。

我がクラブと致しましては親睦と奉仕を前⾯に出したい。会員同⼠の理解を深めたい。その

想いで「お互いの価値観を⼤切に」を掲げまして会員スピーチを多回数、会員の⾃宅、会社、

店舗などによる移動例会を⾏い、奉仕活動には地域の⼦供に対する活動で、保育園訪問な

ど、⻘少年委員の活躍や、国際に於いてはタイの⽔事業活動に⾄るまでの幅広い各委員の

⼯夫が反映された半期となりました。

皆さんに⽀えて頂きながら早いもので前期が終了となります。有難うございます。
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まして、全メンバー皆様

のご⽀援と、ご協⼒をい

ただきましてありがとうご

ざいました。おかげさま

で宮永委員⻑との両輪

で10⽉の⽶⼭⽉間にお

きましては￥255,000円、

11⽉のロータリー財団に

は￥539,000円と合計で

￥794,000円の多額な⾦

額の奉仕をいただき、感

謝申し上げます。⽶⼭につきましては、在⽇外国⼈留

学⽣を⽀援し、平和への⼈づくりにあります。

ロータリー財団の使命は、健康を改善し、教育への

⽀援、貧困を救済し、より良い地域づくりのための活動

を資⾦⾯で⽀えています。ロータリーの代表的な推進

にポリオの撲滅があります。

奉仕プロジェクト委員会 

⽊村 和哉委員⻑

・ごみのポイ捨て防⽌

運動、職場訪問でディー

ドレープさんや東鷹栖森

のこども園に視察に⾏っ

て参りました。

・⽵澤委員にはタイ国

での⽔の浄化装置設置

事業に取り組んでいただ

いております。

・それぞれの委員の皆様に活躍をいただいています。

♦  ♦  ♦

坂本 信⼀ 親睦委員⻑

ニコニコボックス 12⽉21⽇ 4件8,000円

年度累計⾦額 193,000 円

１ 武⽥ 昭宏 先⽇のクリスマスパーティーは⾷の祭

典でしたネ。おいしかったです。本⽇４つのテス

ト唱和と財団⽶⼭の委員会報告2回も発表させ

ていただき、ありがとうございました。クラブの

皆さん 良いお年を！

２ 笹川 和廣 おはようございます。会計作業で送⾦ミ

スをしました。少し慣れて来た時でした。今後⼗

分気をつけますのて、よろしくお願いいたします。

３ 河﨑 ⾼麗男 先週ネームプレートが私の胸から離

れず連れて帰りました。ニコニコです。

４ 安井 裕⼦ 東北クラブ様、茶⽊会⻑、畠⼭幹事、年

末のお忙しい中ようこそいらっしゃいました。そ

してみなさん、今年も1年ありがとうございまし

た。

出席報告 ⼤久保 昌宣 例会運営委員⻑ 

本⽇の出席 第1155回例会 総員24名

12⽉21⽇ 出席21名

出席率 87.50％

修正出席 第1153回例会 総員24名

12⽉7⽇ 修正出席22名

修正出席率 91.67％

ビジター 茶⽊ 拓治様・畠⼭ ルミ⼦様（旭川東北RC)

ゲスト ございません

メークアップ 11⽉26⽇ 嵯城 俊明・⽊村 和哉

     (財団補助⾦管理セミナー)

    ＊報告漏れでした、済みません。

まして、全メンバー皆様

のご⽀援と、ご協⼒をい

ただきましてありがとうご

ざいました。おかげさま

で宮永委員⻑との両輪

で10⽉の⽶⼭⽉間にお

きましては￥255,000円、

11⽉のロータリー財団に

は￥539,000円と合計で

￥794,000円の多額な⾦

額の奉仕をいただき、感

謝申し上げます。⽶⼭につきましては、在⽇外国⼈留

学⽣を⽀援し、平和への⼈づくりにあります。

ロータリー財団の使命は、健康を改善し、教育への

⽀援、貧困を救済し、より良い地域づくりのための活動

を資⾦⾯で⽀えています。ロータリーの代表的な推進

にポリオの撲滅があります。

奉仕プロジェクト委員会 

⽊村 和哉委員⻑

・ごみのポイ捨て防⽌

運動、職場訪問でディー

ドレープさんや東鷹栖森

のこども園に視察に⾏っ

て参りました。

・⽵澤委員にはタイ国

での⽔の浄化装置設置

事業に取り組んでいただ

いております。

・それぞれの委員の皆様に活躍をいただいています。

♦  ♦  ♦

⽶⼭記念奨学会への寄付 表彰者

 第１回 ⽶⼭功労者 安井 裕⼦ 会員

  〃     〃   ⼩柳 裕⼦ 会員

お⼆⼈に、武⽥ 昭宏 財団・⽶⼭推進委員⻑より

感謝状が贈られました♪
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前期を振り返ってクラブ協議会■ビジター紹介■

安井 裕⼦ 会⻑

茶⽊ 拓治様(旭川東

北RC)

「先⽇は、⽇光旅⾏中に花⽉

会館閉鎖の報を受けて驚き

ました。新春例会は会場を

トーヨーホテルに移して開催

する予定です。おだやかな年末そして良いお年をお迎えく

ださい。」

ビジター 畠⼭様 会場監督 林

宮永、笹川

⼩林、河﨑

⾼⾒、嵯城、⽊村

⼤久保、坂本、⽵澤

中岡、武⽥、嵯城

安井、井上、⽵村

⽯川、⼩柳、桑原

⾶弾野渡邊
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