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第1161例会 № 28

平成30年2⽉15⽇（⽊） PM6:30〜

場所 アートホテル旭川 ザ・ウエストルーム

ホームページ http://www.asahikawamrc.com/ 

2⽉の⽉間テーマ 平和と紛争予防・紛争解決⽉間

本⽇の例会プログラム ３クラブ合同例会

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

会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

本⽇の３クラブ合同例

会に、東クラブの皆様、

東北クラブの皆様、よ

うこそいらっしゃいまし

た。そして、⾕川ガバ

ナー補佐、ゲストのＥ

クラブの皆様、ご出席

下さり有難うございま

す。併せて皆様には⽇

頃よりご⽀援ご協⼒を賜り⼼より感謝申し上げます。本

⽇はどうぞ宜しくお願い申し上げます。

ご挨拶の前に我がクラブの新⼊会員の紹介をさせて頂

きたいと思います。

⽵村会員増強委員⻑の誘致の元、⼊会となりました、３

名です。朝倉会員です。伊藤会員です。橋本会員です。ご

起⽴下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

改めまして、御挨拶をさせて頂きます。冬まつりも終了し、

旭川の冬の厳しさもそろそろ落ち着く時期のはずですが

毎⽇寒いです。そんな中で毎年、⽬に付くのがキャスター

付きケースを引く観光客・・・旭川と観光客にスポットを当

ててみました。

平成２８年下期（１０〜３⽉）２９年度上期（４〜９⽉）の⼀

年 間 経 済 観 光 部 観 光 課 調 査 観 光 ⼊ 込 客 は 、

3,395,000⼈（対前年同時期⽐、９７．２％）、２８年、２７年

とほぼ横這いで、宿泊延数は566,600泊（対前年同時期

⽐１０８．５％）で２８、２７年と毎年増加傾向にあります。そ

して３４０万⼈の内、外国⼈観光客は全体の２２．５％で

（76,686⼈）内訳は

 １位 中国⼈ ４万⼈

 ２位 台湾⼈ ２．７万⼈

 ３位 韓国⼈ 8400⼈ 

と半数以上が中国⼈です。旭川⼊国外国⼈全空港・港

湾内ランキングは１６位ということです。団体客利⽤の貸

切バスの減少や旭川空港国際定期便の運休、悪天候に

よる⾷べマルシェの開催⽇数の短縮などの影響により⽇

帰り客や通過客が減少し、前年同時期⽐65,400⼈減と

なりましたが、宿泊延べ数は旭⼭動物園開園５０周年を

伴った旭川空港を利⽤した国内客と外国⼈客が夏場の

宿泊稼動率を押し上げ、44,600泊増（前年１０８．５％）と

なり３年連続で過去最⾼となったようです。⽇本⼈含めて

「旭川市内でどの位お⾦を使いましたか？」の質問では、

（⼀⼈平均総消費額）20,907円だそうです。これは宿泊

代、飲⾷、お⼟産を含みます。年代別では５０歳代⼀番お

⾦を使うようです。国内観光客の中では関東勢が多くリ

ピーターは６５％〜７０％を占めています。

旭川は美味しい空気、ラーメン、ジンギスカン、お酒が⼈

気がありますが、⼀番消費額が多い５０代に関しては、グ

ルメを唸らせる戦略があると更に消費が伸び多くの観光

客を取り込むことが出来る要素があるのではないかとの

⾒⽅もあるようです。私達の旭川、世界中の⼈々に広く

知って貰いたいものです。

簡単ではありますが御挨拶とさせて頂きます。本⽇、我が

クラブの親睦委員が催しを準備しています。どうぞ楽しん

で下さい。有難うございます。

旭川東北ＲＣ

茶⽊ 拓治 会⻑

皆様今晩は、そして第３分

区ガバナー補佐⾕川様、Ｅ

クラブの皆様ようこそお出

でくださいました。今夜は

旭川モーニングロータリー

クラブ様がホストという事

でお世話になります。

昨⽇２⽉１４⽇はご存じの

とおりバレンタインデーで

すが、実は旭川東北ロータリークラブの創⽴記念⽇でも

あります。昭和５５年２⽉１４⽇に旭川東ロータリークラブ

を親クラブに創⽴されました。ですから昨⽇から３８歳と

いう事になります。当クラブの⾼桑会員が昭和４８年に東

クラブに⼊会、そのまま東北クラブのチャーターメンバー

としてご活躍頂き、現在も当クラブ会員としてご指導頂い

ております。私の叔⽗も設⽴時に誘われて⼊会し、チャー

ターメンバーとしてお世話になりました。⼊会のお誘いが

あった時にたまたま私もその場に居合わせましたのでそ

の時のことはよく覚えております。

さて今期も後半に⼊り、まだまだやり残している事がござ

います。中でも会員増強は創⽴時の事を思いながら⼒を

⼊れていきたいと思います。これから「⼈⽣１００年時代」８

０歳まで職に就くためにリカレント教育の必要性が⾔われ

ていますが、「⼈⽣１００年時代」のロータリーを考えてみた

いと思います。そこで当クラブの勧誘パンフレットには
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ロータリーに⼊ると「⼈間⼒が⾼まる」とあります。⽇経新聞

からその「⼈間⼒」すなわち「性格スキル」についての

記事がありましたのでご紹介します。

「性格スキル」には５つの因⼦があります。

 １．「開放性」（好奇⼼や審美眼）

 ２．「真⾯⽬さ」（⽬標と規律を持って粘り強くやり抜

く資質）

 ３．「外向性」（社交性や積極性）

 ４．「協調性」（思いやりや優しさ）

 ５．「精神的安定性」（不安や衝動が少ない資質・⾃

⽴⼼や⾃尊⼼）

これらは「開放性」以外は年をとってもからも伸ばして

いけるという事です。是⾮この「性格スキル」アップを

⽬指してロータリーへの⼊会を勧めて⾏きたいと思い

ます。

最後になりますが、チャリティーゴルフ⼤会の案内です。

今回は東北がホストで６⽉１０⽇に⼤雪⼭ＣＣで開催い

たします。多くの会員皆様のご参加をお願いして挨拶

といたします。おわり

旭川東RC

神村 武 会⻑

⽇本列島は冷蔵庫の中に

いるような寒気に包まれ、

さらに爆弾低気圧に襲わ

れるなど、我々が気象の表

現では、今までは聞かない

新しい⾔葉が出ています。

まさしく、東北の⽇本海側

と北陸、中でも福井で記録

的な⼤雪が降り、⾞の⽴ち

往⽣で交通の乱れや、除雪作業中の事故、雪崩、落雪、

更に⾷料品やガソリンなどの供給が滞った事などの

ニュースを⾒て、これは通常の設備・措置では耐えられ

なく、影響が⼤きいと⾒ました。積雪では、⼭形県の⼤

蔵村で4.39Mも雪が降りました。

⼀⽅東京でも⾸都⾼速道で⾞が雪により、上り坂やト

ンネルでスリップ等が発⽣し、最⼤約10時間もの間、

通⾏することが出来ない状況になりました。此の状況

が⾸都⾼速で⼀時、全体の約7割、230kmに及ぶ機能

が⿇痺したとのことです。経済⼤国と⾔われて久しい

ですが、我が⽇本も⼼許ない状況であります。

今年の旭川は寒暖の差が⼤きく、また⾵が強く、雪質

が例年と違い⽔分を多く含み重くなっています。道南

の⽇⾼では580棟もの農業⽤ハウスが倒壊したようで

す。政府は財政⽀援の検討中との事であります。此の

気象は今、盛んに叫ばれている、地球環境の変化がも

たらす現象で「⼀過性」で無いと⾔う警鐘かもしれませ

ん。此の雪害で⽇本列島各地が機能不全に陥り、その

間に、もし「テロやミサイル」など⼈命に関る危機が、万

が⼀現実に事が起きた場合には、想像を絶するものが

あります。「国会中継を⾒て」という中学⽣の投稿(東京

新聞)を⽬にしました。内容は各政党が責め合うのでは

なく、党派を超えて⽇本の安全保持のために知恵を出し

合い団結してはどうかとのことです。これに対して新聞は

政党・政治家が胸に⼿をと置くべきと指摘していました。中

学⽣が国際社会の揺らぐことを憂いての投稿であります。

安倍⾸相は、⽇⽶韓の強固な協⼒関係が確認されている

と⾔いますが、韓国は平昌五輪を機に綻びが⾒られます。

また⽶国のトランプ政権は約束を守らない。転換政策が常

であり、例を挙げれば、TPPやパリ協定、核軍縮路線など

です。同盟国の契りは、破られ⽇本は孤⽴する事もあり得

ます。

我々ロータリークラブは活動の中で、政治主題の禁⽌の

⾒解でありますが、嘆願などは御法度でありますが、国⺠

に与えられた権利でチエックが必要でないだろうかと申し

上げ、挨拶に代えさせいただきます。モーニングRCさん本

⽇ホストご苦労さんです、お世話になります。

出席報告 ⼩林 睦明 親睦委員

本⽇の出席 第1161回例会 総員27名

2⽉15⽇ 出席16名

出席率 59.26％

修正出席 第1159回例会 総員27名

2⽉1⽇ 出席24名

出席率 88.89％

ビジター 第３分区ガバナー補佐 ⾕川 敞 様（旭川北ＲＣ）

北海道2500ロータリーEクラブ

  会   ⻑ 東堂 賢功 様

  幹   事 湯浅 秀昭 様

  次年度会⻑ 梅井 幹雄 様

ゲスト ございません。

メークアップ ２⽉１6⽇ 林 雅美・武⽥ 昭宏(旭川ＲＣ） 

坂本 信⼀ 親睦委員⻑

ニコニコボックス 2⽉15⽇ 7件15,000円

年度累計⾦額 234,000 円

１．⾕川 敞 第３分区ガバナー補佐 3RC合同夜間例会

を祝しまして。

２．東堂 賢功 Ｅクラブ会⻑ 合同例会に参加させて頂い

た記念に。

３．安井 裕⼦ 3クラブ合同例会、本⽇ホストをつとめさせ

て頂きます。よろしくお願いいたします。

４．井上 雄樹 3クラブ合同例会を祝して！！ 4⽉から旭

川弁護⼠会の会⻑になります。

５．⽵村 陽⼦ お寒い中合同例会へのご出席ありがとう

ございます。楽しい例会を祝して。また⾕川ガバ

ナー補佐をお迎えして。

６．⽵澤 元男 今年最後の3クラブ合同例会で東クラブ東

北クラブの皆様よろしくお願い致します。

７．⼩林 睦明 本⽇3クラブ合同夜間例会みなさんと楽し

い時間を過ごさせて頂きます。

       あと・・・どさくさまぐれで、アートホテル宿泊特別

ロータリークラブ限定プランをご案内させて頂き

ました。よろしくお願い申し上げます。
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ニコニコボックス 坂本ニコニコボックス

ニコニコボックス新会員紹介 朝倉、伊藤、橋本

ロータリーソング⻫唱 同左

会⻑・幹事席

林 会場監督

⽵澤 元男 国際奉仕委員⻑

旭川モーニングロータリーで

は設⽴6年⽬より継続事業とし

て「飢餓・病気・ストリートチュ

ルドレンのために」を合い⾔葉

にして、⽇本キリスト教会と飢

餓機構に毎年6⽉に書き損じ

はがき、使⽤済み切⼿、テレ

フォンカードを集めております。

本⽇は親クラブと兄クラブの

皆様にも、もしお⼿元に書き損じはがき、使⽤済み切⼿、テレ

フォンカードと落ち穂募⾦がありましたら、弟クラブの国際奉

仕委員会で集めておりますので、是⾮ご協⼒をお願い致しま

す。

テレカ書き損じ
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懇親会懇親会

懇親会懇親会

新会員スピーチ 伊藤乾杯 ⾕川ガバナー補佐

懇親会司会 坂本

出席報告

出席報告 ⼩林

出席報告
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⽵澤⽵村、⼩柳

ゲーム

懇親会

味覚テスト 味覚テスト

利き酒 利き酒

ゲーム

懇親会
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中締め 神村会⻑⽵澤⾶弾野

林

 

ソングリーダー

景品授与

河﨑

安井、井上

景品授与

河﨑、伊藤
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