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旭川モーニング ロータリークラブ 会報 
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　 1月の月間 テーマ 職業奉仕月間　　 令和2年1月16日（木）AM7:30～8:30 
   本日の例会プログラム  　ＩＭに向けて（キックオフ） 場所　　 アートホテル旭川　２階ローアン 
 

　　　 　　　会長挨拶 

 
　宮永　憲一会長 
 
 
 

皆さまおはようございます。本日も例会にご参集いただきましてありがとうございま
す。 
さて、今月は職業奉仕月間です。ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世の中に貢
献するために、奉仕の心を育て向上させることです。奉仕とは他人のために何かをする
こと、他人のニーズを充たすことを自己の責務として行ないます。職業奉仕とは、職業
を通して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるということです。こ
こで大事なことは、ロータリアンは日常の職業活動を通して、自分の職場の従業員、取
引先の人達やその関係者、ひいては地域社会の人達の模範となり、道徳的能力を向上さ
せることに努めているのです。このような仕事の仕方をロータリーでは、職業奉仕と呼
んでいます。ではここで、世界のロータリアンがどのように職業奉仕を定義している
か、その例をいくつか紹介します。 
「職業奉仕とは、生活の糧を得る方法を、生きがいに変えるものです」 
「職業奉仕とは、職場で、そして、生活の中で、ロータリーを生かしていくこ　とで
す」 
「職業奉仕は、働きよい職場をつくり、地域により一層奉仕することです」 
「職業奉仕とは、専門職務や、実業、工業、商業などにおける生活水準を向上　させて
いくことです」。 
「職業奉仕は、職業に誇りをもち、正直かつ品位のある方法で職業を実践しよ　うとす
るものです」。 
これらの定義からも分かるように、職業奉仕にはいろいろな取り組み方があり 
ます。しかし、基盤は一つです。『ロータリアンは、職業を通じて社会に貢献しなけれ
ばならない』、ということです。最後に、皆様もご存じと思いますが 
『職業奉仕四つの反省』をお伝えします。 
１、顧客に対して 
　　最上の品質、最高のサービスを提供しているか。 
　　常に、正直と親切を旨としているか。 
２、従業員に対して 
　　彼らの長所を十分認め、かつ買っているか。 
　　安全で快適な職場を確保しているか。 
　　苦情に対して　公正な態度で対処しているか。 
　　自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか。 
３、競争者に対して 
　　公正な態度で接しているか。 
　　あなたは行動をもって誠実を肝銘させているか。 
　　彼らと共に事業水準の高揚につとめているか。 
４、協力者に対して 
　　公正で友情に満ちた関係を保っているか。 
　　いつも支払いをよくしているか。 
本日も例会宜しくお願い致します。 

　　　　　　会務報告 

 
　大久保　昌宣幹事 

 
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のお知らせ収受。 
＊ ２０２０年 １月 １日より　１ドル＝１１０円（１２月＝108円） 
 
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  ２３８号』
収受。 
 
 

 
 



 
 

 
竹村　陽一会場監督 

 
ロータリーソング　架け橋は私たち 
四つのテスト唱和　飯塚　達夫会員 

 
　飯塚　達夫会員 

　　　旭川東北ＲＣ会長挨拶　40周年記念式典のご案内 

 
　竹内　遵会長 

おはようございます。 
旭川モーニングロータリークラブの皆様とは今年初めてでございますので、 
いつもありがとうございます。そして今年もよろしくお願いいたします。 
　まずもって、2月8日の当クラブの40周年記念式典及び祝賀会にご多用中のところ 
たくさんの会員の皆様にご登録いただきまして本当にありがとうございます。 
また、本来であれば、私ども旭川東北ロータリークラブがガバナー補佐を務める年度で
あったのですが、クラブの40周年ということで、旭川モーニングロータリークラブ様に
先にガバナー補佐の輩出を快くお引きうけいただき本当に感謝いたしております。 
　2つのクラブは兄弟クラブとうことで私どもクラブが40年　旭川モーニングロータ
リークラブが27年ということになりますが、貴クラブのロータリーのお手本のような取
り組み地域貢献、会員増強、タイやインドネシア等への国際奉仕の活動、いつも、まぶ
しく見ております。当クラブも今回、神居古潭駅へのアイヌ文化紹介の再生用機器の寄
付および念願でありました、地元高校生への奨学金制度の創設でいくらか奉仕活動がで
きたかなと思っております。 
　今後とも、兄弟クラブ仲良くさせていただき切磋琢磨しながらロータリーの奉仕活動
を継続していけたらよいかなぁっと思っております。2月8日、皆様に楽しんでいただけ
るよう式典、祝賀会の準備すすめておりますのでよろしくお願いいたします。 
本日は貴重な時間をいただきありがとうございました。 

　　　委員会報告 

 
　竹村　陽子委員長 

会員研修委員会 
１月23日ブレーンストーミングのご案内 
普段なかなかクラブの事を思っていても、中々口にできない方もいらしゃるし、 
より良いコミュニケーションを取るために、皆さんの思いを自由奔放に出して 
書いて頂く方法です。 
それで用紙を２枚配りますので、４つの課題を書いてください、一つでもかまい
ませんが、必ず出して下さい。 
当日、お配りした紙に課題を書いて持って来てください。 
なるべく簡潔に２０字から３０字位で書いて持って来て下さい。 
大別してまた時間を取って頂き、皆さんとお話ししたいと思います。 
是非全員参加でよろしくお願いします。 

　　　 

 
　井上　雅樹会計 

会計 
下期の会費納入のお願いです。 
後ほど請求書をお回ししますので、今月中にお振込み頂ければと 
.思いますのでよろしくお願いします。 

　　 
 
 
 
　 



 
　　　ＩＭに向けてキックオフ 

 
嵯城　俊明実行委員長 

　　　　　　　INTERCITY  MEETING  PROGRAM
13:30 登録（旭川トーヨーホテル　丹頂の間　７００名収容）  

市民入場 　受付と会場への案内  
14:00  
開会式 　　　　　　　　　　　　　　　　総合司会     　　　　　　竹村陽一 
点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IMリーダー　　　　　　 　石川千賀男
国歌斉唱（君が代） 　　　 
ロータリーソング「奉仕の理想」 　　　　　ソングリーダー　　　　　飯塚達夫
開会の言葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IM実行委員長           　嵯城俊明
歓迎の挨拶 　　　　　　ホストクラブ会長       　宮永憲一
地区ガバナー・パストガバナー紹介 　IMリーダー                　石川千賀男
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー紹介  
地区幹事・財務委員長紹介 　　第３分区クラブ会長及び参加クラブ紹介地
区ガバナー挨拶 　　RI第２５００地区ガバナー   吉田潤司IMリーダー 
挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IMリーダー                    石川千賀男 
14:30  
基調講演  
講演者紹介　         　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 IM実行副幹事             　木村和哉
講演 　　　　　　関西学院大学総合政策学部講師 「環境経済学」担当　横山孝雄氏
演題 　　　　　　「地球温暖化の脅威と・緩和策と適応策」  
16:00 市民退場  
16:10 閉会式  
講評 　　　　　　　RI第２５００地区ガバナー  　吉田潤司
謝辞 　　　　IMリーダー　                   石川千賀男 
次期第３分区ガバナー補佐挨拶 　　　　　　　　　　　　　　旭川東北RC                 　釋英照
次期ホストクラブ会長挨拶 　　　　　旭川東北ＲＣ会長　 竹内遵
閉会の挨拶 　　　　　　IM実行副委員長          　小柳裕子
点鐘 　　　　IMリーダー                   　石川千賀男 
16:40 諸事お知らせ 　　　　　　　　　SAA　                             竹村陽一
17:00 懇親会（アートホテル旭川２Fウエストルーム）　　　　司会 　      林雅美友 
開会の言葉 　　　　　　　　　IM親睦委員長               　坂本信一
乾杯 　　　　　　　　　　　RI第２５００地区パストガバナー　？
開宴  
ロータリーソング「手に手をつないで」　　　　　ソングリーダー　　　　　飯塚達夫万歳三
唱 　　　　　　　　RI第２５００地区ガバナーエレクト松田英郎 
18:30 閉会の挨拶 　　　　　　　　IM実行幹事                    　安井裕子 
担当者 全般 参加される役員の把握  
総務 挨拶される方への依頼文　発送はロータリー事務局より  
懇親会の乾杯の挨拶者（パストガバナー）？ 　　　　　　　 
ホテルとの飲食内容の交渉 坂本 　　 
司会者の原稿作成 　　　　竹村、林 
会議スケジュール（例会後）  
市民公開講座 市民への周知方法  
・広告には「市民公開講座の前にロータリーのセレモニーを３０分間開催してる」旨の記載 
・３月２５日発売のグラフ旭川への広告掲載（無償）・北海道新聞への広告掲載 
・旭川市民こうほうへの掲載・石川さん関係の他団体への案内  
懇親会はアートホテルなのでロータリアンには徒歩で移動してもらう  
トーヨーホテルは来年の4月26日12時00分から使用可。3時間140,000円ですが時間はオーバー
しても良い、担当の営業の佐藤さんは西ロータリークラブの会員。スクリーンとか機材を用意
してくれ控室も一部屋。 
総務委員会 案内の作成と送付と出席者名簿

プログラムの作成依頼（植平印刷？）
ご来賓への胸章の用意
ＭＲＣ会員の腕章（オクトンで１個１５００円）  

親睦委員会 各クラブの自由なかくし芸発表　事前に各クラブへの準備依頼
マンドリンのウエルカム演奏  

記録委員会 写真撮影
　　　　報告書に載せる挨拶者の原稿集め

報告書の作成依頼（植平印刷？）  
会計委員会 予算書と決算書の作成

・講師料、宿泊費、交通費（２０万円）
・２会場の料金　トーヨーホテル３時間１４万円　アートホテル？
　登録料　5000円？振込先？  

　　 
 
 



　 
　　　ニコニコBOX 

　飯塚　達夫会員 

石川　千賀男会員 
先週は古希のお祝いをありがとうございました。又、今日は東北ロータリークラブ竹内
会長、千野幹事のご来会ありがとうございました。 
武田　昭宏会員 
先日の新年会、挨拶回りで出席出来ず残念でした、今年も全会員が健康な一年である事
を願っています 
竹村　陽一会員 
新年会お疲れ様でした。楽しくてＳＡＡのタスキを付けたまま２次会へ行ってしまいま
したので、ニコニコです(笑) 
千野　博雅東北ＲＣ幹事 
おはようございます。４０周年のご挨拶にまいりました。本日はよろしくお願いします 
竹内　遵東北ＲＣ会長 
おはようございます。本日、お世話になりますまた、本年もよろしくお願いいたします 
ニコニコBOX　1月16日　10,000円　年度累計　203,000円 

　　出席報告 

 
河﨑高麗男 
　　　例会運営委員長 

＊ 本日の出席 第 1249 回 例会 総 　 員24 名 
1月 16日 出  　席20 名 

出 席 率83.33 ％ 
＊ 修正出席 第 1247 回 例会 総　　員 24 名 

12月 19日 修正出席 22 名 
修正出席率 91.67 ％ 

＊ ビジター　 旭川東北ＲＣ　竹内　遵会長・千野博雅幹事  
＊ ゲスト　 ございません ＊ メークアップ ございません  

　　食事と懇談 

　　　　今朝の世界の料理　トルコ 

　　 


