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第1162例会 № 29

平成30年2⽉22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/ 

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 クラブフォーラム（CLP）

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

改めましておはようご

ざいます。

先週の３クラブ合同例

会、出席の皆さん、お

疲れ様でした。懇親会

では親睦委員の皆さ

ん有難う御座いました。

林ＳＡＡにおいては多

忙の中、偽胡蝶蘭を

作成頂き、皆、まんまと騙される始末となり、⼀流ロータリ

アンと三流ロータリアンに格付けされてしまい、皆、楽し

い時間を過ごせた事を喜んでいました。

２⽉１７⽇、グランドホテルにおいて、旭川北クラブ主催

「⼦供達の為の学習⽀援ボランティアの集い」が開催さ

れ、旭川の⼦供達を取り巻く環境について、市の関係者

が実態調査から事例まで判りやすく発表をして下さいま

した。講演は旭川短期⼤学准教授 清⽔冬樹さん、私達

の２５周年時の講演を依頼している先⽣でした。

旭川の⼦供達を取り巻く環境は年々良くも悪くも多様化

し、⽣活実態を調査すると、みえてくる状況があります。 

調査対象（⼩５、中２、⾼２）保護者、旭川在住 ２万⼈ 

回答率 ７４％

＊過去1年間に経済的理由で⾷料を変えなかったり、暖

房が使えなかった経験はありますか？

 あります。 ：⾷料  18.2% ：暖房  6.6%（灯油が

買えない？） 

＊現在就学援助を受けていますか？

 受けている 20.8% （５⼈に１⼈）

＊⼦供の⾼卒後の進路をどのように考えていますか？ 

⾼２保護者

就職21.1％短⼤3.3％専⾨学校11.4％ 四⼤制⼤学

37.4％ まだ判らない 21.4％

＊では⼦供は将来どの段階まで進学したいのか？の質

問では、

⾼校まで が20.5％ 専⾨学校、短⼤が18.8 ⼤学

までが42.5％ まだ判らないが16.5％

調査のデータだけでは親と⼦の意識までは判らないにし

ても、親は⼦に⼤学受験に消極的な事がみて取れます。

その理由は資⾦が⽤意出来ないという事です。⼤学に進

学したいが断念せざるをえない状況です。旭川市１⼈当

たり平均年収が２２０万円が理由といえます。

今お伝えしたのはほんの⼀部の実態調査でして、旭川

の経済と⼤⼈達の⼦供に対する向き合い⽅が今の課題

と思われます。家庭の事情により⾷事は⼀⽇⼀⾷、学校

の給⾷のみの⼩学⽣、学校での授業だけでは理解がで

きず、誰かに勉強を教えて欲しいけれど、教えて貰える⼈

がいない中学⽣。⼤⼈との会話が全くない。家庭環境が

複雑で、家に帰っても居場所がない。親が⽣活保護を受

けていた世帯で育った⼦供は⾃分も⽣活保護を受ける

確⽴が⾮常に⾼い。 

これは⼦供の問題ではなく、明らかに⼤⼈の問題です。

市では「こども⾷堂」「おとな⾷堂」「プレーパーク」等、多

様な⼦供、⼤⼈達の居場所創りの⽀援を促進しています。

単に⾷事をする場所の提供ではなく、学習⽀援の場所、

会話が出来る空間 のようです。

このように私達の旭川の将来を担う⼦供達に少しでも⼿

を差しのべる事が出来るなら賛同したいと強く感じます。

２５周年の節⽬で⼦供⽀援をテーマにする事で⼦供達

の将来に⽬を向け、また更に深堀りをしてゆけたら と思

います。

清⽔先⽣にゲストスピーチをして頂きたくお願いして参り

ましたので改めてご案内します。

以上です。 

会務報告

井上 雄樹 幹事

１．国際ロータリー第２５０

０地区 旭川北ＲＣより、

創 ⽴５０周 年 記 念 講

演・記念式典・記念祝

賀会のご案内状 収受。

【と き】 平成３０年

 ５⽉１２⽇（⼟）

【ところ】 星野リゾート OMO7 旭川（現 旭川グランドホ

テル）＊ 記念講演 １４：３０〜１６：００ アグネス・チャン⽒

   ＊ 記念式典 １６：２０〜１７：１０

   ＊ 記念祝賀会  １７：３０〜１９：００

クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで120⽇          クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで120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120⽇          ☎0166-25-1551
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【登録料】 会員 １２,０００円  《 後⽇ご案内致します》

２．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 ２１５号収受。

３．⼀般財団法⼈ ⽇本国際飢餓対策機構より、飢餓対
策ニュース№３２９ 収受。

４．市内ロータリークラブより、３⽉中例会変更通知 収受。

３⽉ １⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 夜 間 例 会 トーヨーホテル

３⽉ ６⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商⼯会１Ｆ

３⽉ ９⽇（⾦）旭 川 ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル

３⽉１２⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル

３⽉１３⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル

３⽉１５⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 早 朝 例 会 トーヨーホテル

３⽉１９⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 休     会 アートホテル

３⽉２０⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商⼯会１Ｆ

３⽉２２⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル

３⽉２２⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 休     会 トーヨーホテル

３⽉２３⽇（⾦）旭 川 ＲＣ 休     会 グランドホテル

３⽉２６⽇（⽉）旭川南 ＲＣ ＩＭへ振替    アートホテル

３⽉２９⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 休     会 アートホテル

３⽉２９⽇（⽊）旭川東北ＲＣ ＩＭへ振替    トーヨーホテル

３⽉３０⽇（⾦）旭 川 ＲＣ ＩＭへ振替    グランドホテル

♦  ♦  ♦

皆様おはようございます。本

⽇スピーチをさせて頂きます。

有限会社鷹の巣の朝倉です。

初めてのスピーチなので⾮常

に緊張しておりますが、少し

お聞きして頂ければ幸いに思

います。

スピーチと⾔いましても何を

話したら良いのか分からな

かったので、今⽇は⾃分の⾃

⼰紹介や会社のことも踏まえ

てお話させて頂きたいと思います。

私の会社は以前にもお話させて頂いた通り、福祉施設を運

営させて頂いております。現在は私の⺟が社⻑であり良き指

導者、パートナーでもあります。私の会社は現在から遡ること１

５年前、平成１４年から認知症⾼齢者施設グループホームを開

設し当時の従業員は約９名からのスタートでした。現在は旭川、

剣淵と合わせ約５０名近い職員が働いております。

私がこの介護の仕事に⼊職したのは平成１６年の４⽉で、当

時２５歳ぐらいだったと思います。それまでは⾼校を卒業してか

らすぐ美容室に勤務し、国家資格取得のため働きながら通信

教育を受け仕事をしておりました。そんな中、定期的にカットの

ボランティアで通っていたのをきっかけに福祉の仕事に興味を

持つようになり働き始めました。

最初は単純に⾼齢者が増え介護の仕事はとても需要がある

仕事だろうと簡単に考えていましたが、⾼齢者介護の仕事に

携わるようになってからは、⽇本がこれから向かう超⾼齢者社

会について真剣に考えるようになりました。旭川市の⼈⼝が約

３２万⼈に対して⾼齢化率は３１．８％にまで上昇し、介護保険

が始まった平成12年と⽐べると65歳以上の⾼齢者の⽐率は

約1.6倍、要介護等認定者数で⾔うと約2.6倍も上昇しています。

そういった旭川市の現状を考えると⾼齢者福祉に携わる者とし

て⼈ごとではなく、⾃分の事業運営だけではなく、考えていか

なくてはならないことだろうと次第に真剣に考えるようになりま

した。

また、私たちの仕事ではとても⼤事なことですが、それは医療

との連携です。私の事業所は剣淵町でも運営させて頂いてお

ります。剣淵町は約3000⼈弱の⼩さな町ですがその中で町⽴

の診療所があります。⼩さい町に先⽣が来てもらうことは本当

に⼤変なようで、24時間の医療体制を作ることは本当に難しく、

そういった意味では旭川市に住んでる私たちは本当に幸せだ

と思います。何かあれば市⽴病院、⽇⾚、医⼤と急性期の患者

さんを受け⼊れてくれる病院が複数あり、かつ個⼈の開業医

の先⽣が私たちの暮らす地域の側で⼤きい病院に繋げてくれ

ます。⾼齢者の⽅たちに関しても⼀緒で、私たちより急変する

率は当然のことながら増えます。そんな時、直ぐ相談できる先

⽣や病院があれば私たちの⽣活はより安全で安⼼した⽣活

が送れると私は思っております。

そんなことを思いながら⽇々仕事をしております。今は住み慣

れた地域で⾃⾝が認知症を患っても安⼼して暮らせるように

地域の⽅々や⼩、中⾼の⽣徒、その親御さん、先⽣等に認知

症サポーター養成講座などの認知症を正しく理解し⽀援して

いけるような勉強会を地域包括⽀援センターの⽅々や、事業所

を運営する場所の町内会⻑さんと共同で開催したりしておりま

す。

まだまだ⾃分は若輩者ですから、偉そうなことは⾔えません

が、⾃分の思っていることができて、それが認められるように

今後も精進していこうと思います。

⾮常に短い時間で終わってしまい申し訳あり

ませんが、私からのお話にさせて頂きます。あ

りがとうございました。

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座とは・・

・認知症に対して正しく理解し、偏⾒をもたない。地域で⽀

えるサポーターを育成する事業。

地域包括⽀援センターとは・・・

・旭川で10個のセンターがあります。在宅で困っている。

サービスを利⽤したいなど役所の補助的役割を持ちます。

新会員スピーチ 朝倉 直博 会員（2⽉8⽇例会分）

出席報告 ⼩林 睦明 副会場監督

本⽇の出席 第1162回例会 総員27名

2⽉22⽇ 出席23名

出席率 85.19％

修正出席 第1160回例会 総員27名

2⽉8⽇ 出席24名

出席率 88.89％

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 ２⽉2１⽇ 福居 恵美⼦(旭川北RC)
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❖ 安井 裕⼦ 会⻑

今般、クラブフォーラムの

テーマとしてＣＬＰを取り上

げる事に致しましたのは、Ｒ

Ｉ・ＣＬＰ推進委員会からの、

｛⾃クラブのＣＬＰの取り組

みの現状と理解｝に対しての

アンケートが会⻑幹事に送

付されていまして、今⼀度ク

ラブ会員の理解と今後に役

⽴てる事、計画を⽴てられる具体策のヒントを引き出す事

が出来れば、幸いと感じ、テーマと致しました。今⼀度、ア

ンケートの確認をしながら進めて⾏きますので、議論しな

がら、意⾒も下さい。ＣＬＰの解釈に対しては、私⾃⾝、学

習すればするほど、堂々巡りですが、私なりのまとめです

が、⽿を貸して欲しく思います。クラブ・リーダーシップ・プラ

ンの⽬的とはクラブの充実化を図る事です。では、何をもっ

て充実とするのか？と申しますと

１．会員基盤の維持拡⼤

２．地元地域社会ならびに他の国々の地域社会のニー

ズを取り上げた奉仕プロジェクトを実施する。

３．財政的な貢献及びプログラムへの参加を通じて

ロータリー財団を⽀援する。

４．クラブの枠を超えてロータリーに於いての奉仕が出

来る指導者を育成する。

クラブでＣＬＰを実施するにあたり現任、次期、元、クラブ

指導者が⾏う事は、５⼤委員会構成を調和あるものとする

事です。

＊ 会員増強委員会（退会防⽌を含む）

＊ クラブ管理運営委員会

＊ 奉仕プロジェクト委員会

＊ 広報委員会

＊ ロータリー財団委員会

各委員会構成の効果を最⼤限⽣かす努⼒をクラブ内で

⾏う事が重要です。次に必要なのが⻑期計画を⽴て、⽬

標を設定する。具体的⽬標（前年の振り返りと引継ぎ）後

継者や将来のリーダーの育成を通じてクラブに安定を図

る。現在のクラブの慣習を反映させて細則を修正する。等 

です。⽅法としては、計画過程に於いて会員が関与し、

＊ロータリー情報を伝えるクラブ協議会の実施をする。

＊計画の継続性を確保する指導者の複数年任期制を

導⼊する。

＊研修プランの⽴案（定期的に⼀貫した研修を開催す

る）。

＊会員の為の親睦⾏事を開き、友情を育む。

＊リーダーは毎年慣習の⾒直しを⾏う。

環境の異なるロータリークラブが同じ⼿段を使って旨く

いくとは限りません。マニュアル通りに⾏っても良いのです

が、⾃クラブに適した項⽬だけを⾏う「いいとこ取り」もひと

つの⽅法です。特に⼩⼈数のクラブには改めて、クラブ協

議会を開くよりも、多くの会員が出席し毎回開催する例会

の⽅が適している場合が多いようです。じっくり時間をか

けて理解して貰う為には親睦と役員、会員間のコミュケー

ションを保つ事を兼ねた場としてクラブフォーラムが適して

います。ＣＬＰは特別なものではありません。より多くの会

員が関与していく環境創りです。「あなたのクラブにとって

理想の姿は何ですか？」「あなたのクラブの会員はどのよ

うな会員であるべきですか？」ロータリーの親睦、奉仕と

は？  ⾒つめ直すことで新しい会員にとっても、古くから

の会員にとっても勉強になるはずです。多いに議論し、⾃

クラブの理想の形を掲げましょう。

ロータリークラブの真髄・・・奉仕と理想  に他ならない

と思います。

ご清聴有難うございます。

❖ ⽵村 陽⼦ 会員

ニコニコボックスの⽬的・使

途について説明が省かれ

ているようだ。25周年事業を

控え、様々に活⽤の出来る

貴重な原資としての認識を

新にする必 要を感じる。

25年間ほぼ毎週RCの仲間

達と顔を合わせるうちに、家

族以上にさえ思えるように

なっている。そして何か判断

の場⾯に⽴たされると、四

つのテストを頭に浮かべて

いる⾃分がいる。

❖ ⽵澤 元男 会員

RCは単年度が基本だが、

委員が3年間同じ委員会に

所属して、交替で委員⻑を

経験することで、役割を広く

伝承していける。⾃分⾃⾝

は国際奉仕委員⻑を引き

続きお受けすることになった。

RCはハイしか許されないと

いうこともあるが、与えられ

た役割を⼀⽣懸命やるのが

⾃分の信条だから。

❖ 福居 恵美⼦ 会員

会⻑挨拶にもあったが、地

域との関わりが薄い⼦ども

達のことや⽣活保護の実態に驚いている。⾔葉だけの

「⼦どもが⼤事」ではなく「⼦ども⾷堂」をはじめ、モーニン

グロータリークラブには果たすべき役割が多いと感じる。

♦  ♦  ♦

クラブフォーラム ＣＬＰ導⼊とクラブの活性化について
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坂本、橋本、伊藤、朝倉、⼩林、中岡

ニコニコボックス 坂本 出席報告 渡邊

⽵村、宮永

武⽥、⽵澤

安井、井上

福居会員差⼊のさくら餅、うぐいす餅

1階レストラン新メニュー

進⾏ ⼩林

桑原、⽯川、福居

⾶弾野、渡邊

坂本 信⼀ 親睦委員⻑

ニコニコボックス 2⽉22⽇ 1件2,000円

年度累計⾦額 236,000 円

１．笹川 和廣 上期会計報告が⼤変遅くなり申し訳ござ

いません。3⽉に⼊りますが、完成次第報告致しま

すので、今しばらくお待ち下さい。
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笹川、坂本

⼩林、⾼⾒

四つのテスト唱和

⽊村、⼩柳

河﨑、安井、井上

嵯城、朝倉

クラブフォーラム（CLP）
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