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              2015～2016年度（第２３期）   会長 ： 高見 一典     幹事 ： 宮永 憲一         第 1052回 例会  №１１

夜間例会（４） 本日の例会プログラム

時間 ス ケジュ ール

受  付

18: 30 開会宣言   妹尾佳晴 会場監督  
 点     鐘

18: 33 ロ ータ リ ー   ♪かけ橋は私たち♪
ソ ング

18: 35 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

基本的教育と識字率向上月間9月の月間 テーマ

   場所   ロワジールホテル旭川   15 Ｆ  シャルム

   平成２７年 ９月 ２４日 （木）  １８：３０～１９：３０

ガバナー公式訪問  クラブ協議会②

    本日の１５Ｆシャルムから旭川市内の夜景 

”只今より旭川モーニングロータリークラブ 

    第１０５２回例会を開催致します。” 

 

”高見一典会長 点鐘をお願い致します。” 

”四つのテスト" 

第1052回例会は桑原義彦会員です。 

桑原会員お願い致します。 
 

 

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

高見一典会長点鐘 

本日の受付：左から高見会長・小川・飯塚会員 

 

左から吉良ガバナー補佐・東堂ガバナー・高見会長・宮永幹事 

 

お月見団子・祝花：福居恵美子会員 



時間 ス ケジュ ール

18: 38 ゲス ト 御紹介

18: 40 会長挨拶

18: 42 会務報告 宮永憲一幹事

18: 45 食事と
     懇  談

                          15階  シャルムにての食事と懇談 

      menu 

先ほどの公式訪問クラブ協議会に引き続き、公式訪問例会開催に当たりまして一言ご挨拶申し上 

げます。東堂明地区ガバナー様、地区役員の皆様には引き続いての例会御臨席を賜り感謝と御礼 

を申し上げます。 さて、昨日終了致しました５日間のシルバーウィークですが、期間に併せて 

の２０１５年北の恵み「食べマルシェ」も同時開催され、天候にも恵まれたこともあり過去最高 

となる出店数と本日市担当者から聞いた話では、約１２４万８千人という来場者（昨年は約１０ 

８万人）となり、大変な賑わいを見せました。九州鹿児島県の姉妹都市交流事業調印しました南 

さつま市からも多くの出店と約９０名の皆様が来旭されました。又、時期的に収穫の秋を迎えて 

おり、市内中心部を取り囲む本市の一基幹作業でもあります水稲の稲刈り作業も最盛期を迎えて 

おり、収量的には今年も豊作基調で喜ばしい限りですが、ただ昨年同様に品種によっては青未熟 

粒が多いとのことも聞いており心配しています。最後に、来月１０月１６日（金）と１７日（土） 

の二日間日程で、地元旭川市市民文化会館と旭川グランドホテルにて第２５００地区大会が開催 

されます。全員登録となりますので会員皆様の御出席を宜しくお願い申し上げ、以上、簡単です 

が地区ガバナー公式訪問例会開催に当たりましての挨拶とさせて頂きます。 

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。 

     １０月１日より １ドル＝１２０円 （現行１２４円） 

２）国際ロータリー第２８３０地区鈴木ガバナーより、２８３０地区大会参加に対する礼状収受。 

３）１０月中市内他ロータリークラブ例会変更通知 

    １０月 １日（木）旭川東 ＲＣ 職 場 訪 問 ロワジールホ旭川 

        他 ＲＣメークアップ時間 ＰＭ０：００～１：００ 

 ★メークアップ会場のお知らせ ★ 

       ① 旭 川・西・北ＲＣ  旭川グランドホテル   １Ｆ・フロント奥 

       ② 旭川東・南  ＲＣ  ロワジールホテル旭川  １Ｆ・クローク前 

       ③ 旭川東北   ＲＣ  花 月 会 館     １Ｆ・フロント前 

       ④ 旭川空港   ＲＣ  東神楽町商工会     １Ｆ・ロビー 

◆７月１日より旭川グランドホテルでの受付場所が変更となっております 

       ２Ｆ エスカレータ前  ⇒  １Ｆ フロント奥 

  

    

  

   東堂明 2015-16年度  

国際ローターリー第2500地区ガバナー 

     吉良徹 2015-16年度  

     国際ローターリー 

第2500地区第3分区ガバナー補佐 

 

         小林 史人 2015-16年度  

国際ローターリー第2500地区  

危機管理委員長 旭川北ロータリークラブ幹事 

 
高見一典会長 



19: 00 ガバナー

 ス ピ ーチ

19: 21 バナー

交換

桑原義彦会員 

                                                   2015-16年度国際ロータリーK.R.ラビンドラン会長は１月１８日(日曜日)サンディエゴで開催さ 

                       れた国際協議会で、第一の課題として最も重要な課題は、ポリオの撲滅です。と強調されまし 

                       た。25年以上前に国際ロータリーがポリオ撲滅の誓いを立てたとき、125カ国にポリオが常在し 

                       、毎日1.000人以上の子どもがポリオによる麻痺障害を患っていました。現在ポリオ常在国は3 

                       カ国、そして昨年のポリオ症例数はわずか333件となりました。25年前には誰もが想像できなか 

                       ったでしょう。国際ロータリーは、ポリオのない未来をプレゼントすると世界の子どもたちに 

                       約束したからです。私たちは必ずや、このプレゼントを子供たちに贈ります。第二の課題は会 

                       員増強・退会防止です。ロータリーを形づくった基本に立ち返る方法を見つける必要がありま 

                       す。それは、人生のあらゆる場での高い倫理基準、そして、各クラブに会員の多様性をもたら 

                       す職業分類です。これらは会員増強の足を引っ張る障害とみる現実もあるが、なおざりにすれ 

                       ば、自らの存在を危うくすることになるでしょう。私は、2015-16年度国際ロータリーのK.R. 

                       ラビンドラン会長の会長テーマのもとで一年間ガバナーとして活動してまいります。特に地区 

                       の最重点目標は会員基盤の向上です。大事なのは会員維持、どうすれば退会防止に役立つかを 

                       考えた時に、やはりロータリー行事の参加が楽しめて、ロータリーが理解できることです。私 

                       が旭川北ロータリークラブ会長の時に使った会長方針を、もう一度出してきました。「もっと 

ロータリーを楽しみましょう」です。会員の皆様はロータリーが楽しいから会員として在籍しているのだと思っておりま 

す。しかし、私はもっとロータリーを楽しんでほしいのです。その結果が会員基盤の向上になり「世界へのプレゼントに 

なろう」に貢献できるのです。一番大事なロータリーの楽しみ方は、クラブ例会が楽しいものでなければなりません。 

自分が楽しんだ例会は他の人も楽しいはずです。そのようなクラブを目指しましょう。さらに、クラブの行事、分区の行 

事、地区の行事、RIの行事など工夫を凝らして、お互いに誘い合って参加することを楽しみましょう。ロータリーを楽し 

むことがロータリーのイメージを高めることになります。いま日本の会員減少がRI理事の数にも影響してまいりました。 

90.000人を切るとゾーンは2.5になり理事が一人になる可能性があります。今は88.000人くらいですが小澤元理事、北直 

前理事、田中作治元RI会長の力で何とか3ゾーンを保っていますが厳しい状況です。6月末で日本のRCが5つほどRI脱退す 

るそうで、杉谷RI理事は悲壮感をもって我々ガバナーに訴えておりました。私の目標は退会防止でしたが会員増強にも力 

を入れてゆきたいと思っております。花田会員拡大委員長とも相談してイブニングRCの設立も含めて新クラブ結成の検討 

をしていただきます。またすでにある北海道２５００ロータリーEクラブの活用もお願いいたします。在籍会員は今、オ 

リエンテーションを定期的に実施して、活発に活動しております。メークアップの方も500円の登録料がかかりますが、 

ぜひ活用してください。 

・地区大会には新会員を対象にRI会長代理、PDG、ガバナー補佐、地区役員との昼食会を計画します。 

・配偶者の参加を強くお願いします。 

・ソウル国際大会に多くの会員と配偶者の参加をお願いします。（イアンH．S．ライズリーと小沢一彦、2016年ソウル国 

際大会共同委員長） 

・小沢共同委員長は会員１０％参加を宣言しております。  

 地区重点目標 

①会長賞への挑戦  ②会員増強と維持・拡大   ③Mｙ ROTARYへのアカウント登録   ④ロータリー財団、米山記念奨学会 

の理解と協力       ⑤各種会合に積極的参加 

数値目標 

会員増強会員数の純増（RI会長賞と同じ） 

：会員数が４９人以下のクラブは、少なくとも１名の純増をお願します。 

：会員数が５０人以上のクラブは、少なくとも２名の純増をお願いします。 

：女性会員の入会を強く希望します。 

ロータリー財団2015－16年度日本の寄付目標（RI会長賞より多い） 

：年次寄付（PHF、PHS、MD、アーチCクランフ・ソサエティ） 

・一人当たり150ドル 

・すべてのクラブが寄付をし、寄付ゼロクラブをなくす 

・ポール・ハリス・ソサエティを推進する  ：ポリオプラス基金 ・一人当たり30ドル 

：恒久基金（寄付の元金を使わず、収益のみ使う。遺贈友会、2025までに10億ドルの基金を作る狙いがすでに8億1.500万 

ドルを集めたので、目標をロータリー財団100周年の2017に変更した。（2013年10月管理委員会決定） 

・一人当たり30ドル  ：米山記念奨学会  10.000円 

 

東堂明 2015-16年度  

国際ローターリー 

第2500地区ガバナー 

今年度新入会員の今井会員へガバナーよりバッジ贈呈 



19: 22 3分間ス ピ ーチ

19: 25 ニコ ニコ

 ボッ ク ス

19: 25 出席報告

19: 30 点   鐘  高見会長 終礼点鐘お願い致し ま す。

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

今年度実績平均出席率
（９月１０日迄）８回 92. 06%

本日の出席

  第１ ０ ５ ２  回例会 総員 28名

　 　 ９ 月 ２ ４ 日 出席 2４ 名

  出席率 85. 71%

修正 出席

  第１ ０ ５ ０   回例会 総員 28名
　 　 ９ 月 １ ０ 日 出席 2５ 名

  出席率 89. 29%

            ♪ 
         ♫  
   ♪ 

飯塚達夫親睦委員 

 

桑原義彦会員 

桑原義彦クラブ例会運営委員長 

  
夢のかたち ドバイ ≪報告≫ 

  

1. アラブ首長国連邦（UAE） ドバイ 人口：約200万人、通貨：ディル

ハム（1ディルハム＝約38円） 

2. 世界一の高層ビル 「ブルジュ・ハリファ」 

3. 世界一最高級ホテル 「ブルジュ・アル・アラブ」 

4. 海に浮かぶ人工島群 

5. アラブ首長国連邦の中でもいち早く石油に依存しない産業での発展

石油6％） 

6. 2020年万国博覧会開催都市。それまでに世界一大きい空港の整備。 

7. 今後さらに発展するドバイへ、匠工芸の家具をピーアール 

8. 今年4月から打合せをおこない、8月からオフィス展示をしている 

  
御芳名 

東堂明ガバナー ： 

高見一典会長   ：ＲＩ第2500地区・東堂ガバナーを初め、地区役員の皆様今日は 

                 よろしくお願い申し上げます。 

小柳裕子会員   ：本日はようこそおこし下さいました。ありがとうございます。 

竹村陽子会員   ：東堂ガバナー、吉良ガバナー補佐公式訪問、おつかれ様です。 

                 おつかれが出ぬよう・ご自愛下さいませ。 

武田昭宏会員   ：東堂ガバナー本日ようこそおいで下さいました。私ども業界 

                 出身で大変光栄に思っています。体に気をつけて、ゴールま 

                 で到着することをせつに祈っています。 

河﨑高麗男会員 ：東堂ガバナー・本日は有難度ご座いました。お身体に気をつ 

                 けて頑張って下さい。 

石川千賀男会員 ：東堂ガバナー他・地区役員の皆様、本日ようこそモーニング 

                 ロータリークラブにおいで頂きました。心より歓迎申し上げます。 

 
平成２７年９月２４日現   累計金額     金１２６,５００-円 

メークアップ       9月18日     ： 小野寺康充・井上雄樹（旭川西ＲＣ） 
（敬称略） 



時間 ス ケジュ ール

17: 00 開会宣言 宮永憲一幹事

17: 00 地区役員
紹介

17: 10 会長挨拶 高見一典会長

お晩でございます。今夜はＲＩ第２５００地区東堂明ガバナー様（旭川北ロータリー 

クラブ）、ＲＩ第２５００地区第３分区吉良徹ガバナー補佐様（旭川西ロータリーク 

ラブ）、ＲＩ第２５００地区危機管理委員長並びに旭川北ロータリークラブ幹事の小 

林史人様の御臨席を賜り、公式訪問としてクラブ協議会を開催致します。東堂様、吉 

良様、小林様におかれましては地区内の多くのクラブ公式訪問という激務のご苦労を 

頂き、さらに地区活動を含め国際ロータリー活動におきまして多大なご尽力を頂き、 

心から敬意と感謝を申し上げます。 

スリランカのＲＩ会長でありますＫＲラビ ラビンドラン氏は年間テーマを「世界へ 

のプレゼントになろう」を提唱し、今回ご臨席を賜りました東堂地区ガバナー様は 

「もっとロータリーを楽しみましょう」を提唱されています。 

私は当クラブの年間テーマを「明るく元気で楽しいクラブ活動」を掲げさせて頂きま 

した。既に事業年度としては３カ月を経過していますが、事業計画に基づき会員皆様 

の御協力を頂きながら進めていきたいと思っておりますので、心から宜しくお願い申 

し上げ、ガバナー公式訪問クラブ協議会開催に当たりましてのご挨拶とさせて頂きます。 

  
 

   東堂明 2015-16年度  

国際ローターリー第2500地区ガバナー 

     吉良徹 2015-16年度  

     国際ローターリー 

第2500地区第3分区ガバナー補佐 

 

         小林 史人 2015-16年度  

        国際ローターリー第2500地区  

危機管理委員長 旭川北ロータリークラブ幹事 

 

2015年9月24日（木） 17：00～18：30 

     ロワジールホテル旭川  ２Ｆ ローアン 



17: 15 活動計画

発表

17: 50 質疑応答

18: 00 ガバナー

総評

18: 05 ガバナー補佐

総評

18: 09 会長謝辞

18: 10 閉会の挨拶 宮永憲一幹事

記念撮影

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

東堂地区ガバナー様並びに吉良ガバナー補佐様から総評を頂き、身に余るお言葉と今後の活動参考・指針

を頂き、誠にありがとうございました。ロータリー活動が重荷や負担と感じることの無いように、 

これからも「明るく元気で楽しいクラブ活動」テーマを目標に努めていきたいと思います。言葉足りずで

はありますが、感謝と御礼の言葉に代えさせて頂きます。 

 



平成27年９月２６日 （土）第２５００地区第３分区会長幹事会 

平成２７年９月２７日（日）秋の旭川市ゴミポイ捨て禁止運動参加 

 Ｔｏｐｉｃｓ 


