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本日の例会プログラム

時間 ス ケジュ ール 5

受  付

7: 30 開会宣言   妹尾佳晴 会場監督  

7: 31 点鐘

7: 32 ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 34 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

職業奉仕月間1月の月間 テーマ    平成２８年 １月 ２８日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

上期会計報告    場所   アートホテルズ旭川   15 Ｆ  シャルム

    今朝の１５Ｆシャルムからの旭川市内 

”只今より 

旭川モーニング 

ロータリークラブ 

第１０６８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。” 

本日の 

”四つのテスト" は 

 

安井裕子会員です。 

安井会員 

お願い致します。 
 

高見一典会長点鐘・宮永憲一幹事 

受付左から宮永幹事・林事務局・飯塚・坂本・嵯城会員 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 奉仕の理想 ♪ 



時間 ス ケジュ ール 高見一典会長
7: 36 会長挨拶

7: 37 会務報告 宮永憲一幹事

7: 42 ３ 分間

ス ピ ーチ

7: 45 委員会

報告

 会員皆様、おはようございます。今日は１月最後の例会ですが、早朝から久し振りの降雪 

模様で、今日はまとまった降雪量になると思われます。 

１月２０日頃からは暦上では二十四節気の一つで大寒と位置付けされ、１年で最も寒い時期 

と言われ太陽暦の１月２０日～２月４日前日までの約１５日間とされています。 

先般２５日（月）では管内下川町ではマイナス３１．８℃を記録し、旭川市でもマイナス２ 

０．８℃を記録しました。先週末頃から日本列島に大寒波が押し寄せており、 

真冬時期でもめったに降雪が無い四国や九州、さらには沖縄まで降雪があったとの報道です。 

又、台湾でさえも降雪があったとは本当に驚きで、地球規模的な異常気象が気になります。 

今日の朝例会、宜しくお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。 

 

１）国際ロータリー第２５００地区ガバナー事務所より、２０１５～１６年度ガバナー 

    ノミニー・デジグネート（２０１８～１９年度ガバナー）公表通知 収受。    

   帯広北ＲＣ 細川 吉博 会員 

  

２）２月中市内他ロータリークラブ例会変更通知（別紙配布） 

  

 

安井裕子会員 

start 

stop 

    

 ♫  
    ♪ 

                       次年度のテーマ「人類に奉仕するロータリー」 いよいよ２０１６～１７年度国際 

                       ロータリーが始動いたしました。 

                       米国サンディエゴで開催中のロータリー国際協議会で、18日、ジョン F ジャーム会 

                       長エレクトが講演し、次年度の 

                       テーマ「人類に奉仕するロータリー」を発表しました。ロータリー創始者ポール・ハ 

                       リスが「人生の最大の目的は人類に奉仕すること」と信じていたことに触れ、ロータ 

                       リーの一員であることはそのための「大きな機会」だとジ 

                       ャーム会長エレクトは述べます。「ロータリーを通じて社会に貢献する大きな機会、 

                       人類へのロータリー奉仕を通じてより良い世界を築く機会なのです」発展途上地域に 

おけるきれいな水の提供、紛争地域での平和推進、基本的教育と識字率向上を通じた人びとのエンパワメントな 

ど、世界中のロータリー会員はさまざまな奉仕活動にあたっています。その中でも特に重要なのがポリオの撲滅 

であると強調した会長エレクトは、ナイジェリアとアフリカ全土における野生型ポリオウイルスの感染抑止とい 

う昨年の歴史的できごとにも触れました。ナイジェリアがポリオ常在国リストから除外された現在、常在国はア 

フガニスタンとパキスタンのわずか2カ国。ポリオが撲滅されれば、人類史上撲滅された病としては天然痘に続き 

2番目となります。「ロータリーは今、岐路に立っています。 

河﨑高麗男2016～17年度会長 

                                                 ：：：：人権を大切にしましょう：：：： 

                     朝食にスタンダードな目玉焼き、あなたはどのスパイスをつけて美味しく 

                     いただきますか？  塩、醤油、ソース、マヨネーズ、ケチャップ、酢、マスタード、 

                     ゆず胡椒、胡椒、バター、その他があれば・・・ 

                     実はこれはどの食べ方が美味しいとか、正しい食べ方とかではなく、人、其々、10人 

                     10色という事が大切です。という事です。 

                     どの食べ方も認めましょう。が大切です。 

                     人権研修と言いまして、人の権利を尊重する。 

                     私達、本社研修で現在行っている研修です。 

                     取り巻く経済環境の中に今は個人のプライバシー保護、リスクマネジメントの必要性 

 コミニュケーションの在り方が必要で、幹部が理解し、生業を意識せよ・なんて、言われたりします。 

 績が良ければОＫではなく、両面を求められます。（それぞれの、人が持つ価値観＜判断基準＞を大切にし 

  てあげてください）つたないですが、３分間スピーチでした。 

  



7: 50 食事と 懇談

                          15階  シャルムにての朝食と懇談 

朝食     menu 

                          15階  シャルムにての朝食と懇談 

食後の至福 smile  time 

                          15階  シャルムにての朝食と懇談                           15階  シャルムにての朝食と懇談 

                          15階  シャルムにての朝食と懇談                           15階  シャルムにての朝食と懇談 

 

来年度は、世界で最後のポリオ症例が報告される年となるかもしれません。そうなれば、ロータリーの歴史におい 

て最も重要な年となります」とジャーム氏。いずれポリオ撲滅が実現したときについて、今から準備しておくこと 

が極めて重要だと訴えます。 

「ポリオ撲滅におけるロータリーの貢献を十分認識してもらうにはどうしたらいいか。この成功を、その後数十年 

にわたって、他団体との協力、会員増強、より野心的な奉仕活動にどうつなげていくか、ということです」さらに、 

出席したガバナーエレクトに向け、ポリオ撲滅でロータリーが果たした役割についてクラブと地域社会で情報を広 

げるよう呼びかけました。「社会貢献をしたい人たちが、ロータリー入会こそが世界を変える方法だと考えるよう 

にすること。そのためには、クラブにその機会を提供する用意がなければならないのです」 

ロータリーのイメージ向上だけが会員増強の方法ではない、と会長エレクト。「ロータリーがさらに前進するには、 

意欲と思いやりと知恵にあふれた人たちがもっと必要です。若い人たち、退職後間もない人たち、現役で仕事して 

いる人たちが皆、ロータリーに入会して活動したいと感じるような、柔軟性のあるクラブが必要なのです」と述べ 

ております。当クラブも今次年度の各委員長・委員について小川次期幹事が人選中で２月中には皆さんに発表して 

次年度に向けた行動を進めたいと思います。また、ロータリー財団事業活動クラブ参加資格認定：覚書（ＭＯＵ） 

に本日安井裕子会長エレクトにサインを頂きましたので地区に提出いたします。 

  

 



8: 05 上期
会計報告

8: 10 イ ニシェ

ーショ ン

ス ピ ーチ

小川伸治会計 

イニシェーションスピーチ 

 皆さん、おはようございます。 それでは、前年度、石川会員より引き継がせて頂きました 

2015～2016年度の上期会計報告を させて頂きます。 配布させて頂きました、上期収支報告 

書をご覧ください。 収入の部の方から説明させて頂きます、会費の方は今年度、今井会員の 

入会により２８名で、 又、夜間例会等の会員拠出金を入れましてクラブ運営収入、￥3,827, 

743、事務局負担金￥560,000 RI地区分区分担金￥612,248の合計￥4,999,991となっておりま 

す。 支出の部ですが１２月末で〆てはおりますが若干未処理のものがありますので変動する 

事をご了解 下さい。また、例会費等の科目振り替えが違う所がありますので後に訂正させて 

頂きます。 現在のところ支出の合計が￥2,262728、運営費等と合わせると￥3,347060となっ 

ており、現在の所 資金的問題は無いかと思われます。 ﾆｺﾆｺBOXはクリスマスオークションを 

入れて￥271,951となっており、前期石川会計より￥3,782,040の 繰越金を預かっています。 

 今年度の予定では会員拠出金を減らし親睦活動費の予算を増額致しましたが例年通りの会費 

を 頂いておりますので次年度の予算編成時に打合せさせて頂きたいと思います。 又、現在、当ｸﾗﾌﾞの科目が入った 

専用ソフトにて入力しています、自分でも簡単に入力できますので 確認頂き活用して頂ければと思います。 以上で 

上期収支報告とさせて頂きます。  

飯塚達夫会員                      おはようございます 

  

                                  今朝は旅先で私が経験した、ちょっと印象的なことをお話ししたいと思います。 

                                  若い頃から一度は行ってみたいと思っていたアメリカでしたが、ほぼ2年前に中 

                                  小企業家同友会の視察団に参加して、西海岸に行くことができました。このとき 

                                  は飛弾野さんがご一緒でした。 

                                  視察の目的としては、なんといっても世界経済の中心に位置するアメリカという 

                                  国の今現在の姿を直接見てくること、それによって道内企業がもっとグローバル 

                                  な視点で事業展開を考えられるようにしたいという点と、”デザイン”～もの作 

                                  りにおいてデザインが果たす役割の重要性を再認識するべく、有名建築家のフラ 

                                  ンクロイド・ライトの作品を見学したリ、ゲッティーセンターという大がかりな 

                                  美術館を訪問したりしました。 

                                  全部で9日間ほどの旅行の中頃に、ラスベガスに一泊する日がありました。泊ま 

った翌日は、早朝からグランドキャニオンの遊覧飛行に出かける予定になっていましたが、寝不足で疲れを感じていた 

ので、ひとりホテルに残ってラスベガスのまちなかを昼頃までぶらぶら散策をしようと決めました。ホテル近くの巨大 

な建物（ベネチアン）は、内部がショッピングモールになっていて、高級ブランド店をはじめ、大小たくさんのショッ 

プが並んでいました。会社の事務へのお土産が気になっていたので、あまり高価すぎない感じの、こぢんまりとした構 

えの革製品の店に入りました。どうやら店員は一人で、先客の相手をしていました。私は奥の方に進んで、棚にある小 

物などをなんとなく眺めていました。そのうちに、背後からごく小さな声で呼ばれた気がしました。「イラッシャイマ 

セ」と聞こえたのです。意外なところで日本語を耳にした気がして、すぐに振り向いて、そこにいた年配女性の店員さ 

んに自分を呼んだかどうか確認すると、「はい」と応えるじゃありませんか。そこで聞きました。どうして私が日本人 

だとわかったんですか？と。すると店員さんはこういいます。「どこの国とは言いませんが、同じアジア系の人たちの 

中には、大勢で来店しては、棚から商品を次々取り出して、さんざん冷やかしたあと、そのままにして行ってしまう。 

日本人は違います。日本人はそういうことはしないのです。お客様の雰囲気でそれがだいたいわかります」と。そして 

「私は全くの日本人ですが、外国での仕事を通じて、自分が日本人であることを、誇りに思います」。なんだか嬉しく 

なって、5千円ほどの小物入れをふたつ買ってしまいました。私にとっては最高のセールストークでした。自分が日本 

人だといわれて嬉しいと感じたのは初めてです。案外凄腕の店員さんだったのかもしれません。 

 そしてこのことを通じて感じたのは、現地に身を置いてみることの意味です。いまはテレビの性能があがって外国の 

綺麗な町並みが、まるでそこに居るかのように映し出されますが、自宅に居て「日本人としての誇り」を味わう機会は 

あまりないと思います。ときどき耳にしますが、外国へ行ってみると日本という国や日本人のことを見つめ直すことに 

なるそうです。確かにそうでした。            以上です。 

 

今井孔太会員 坂本信一会員 

イニシェーションスピーチ 



8: 25 ニコ ニコ
ボッ ク ス

8: 28 出席報告

総員 26名

出席 22名

84.62%
総員 26名
出席 22名

84.62%
89.29%

8: 30 点鐘

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

本日の出席

修正出席

実績平均出席率（1月14日現）25回

  出席率
1月14日

  第1066回例会
  出席率
1月28日

  第1068回例会

   ♪ 
          ♫  
                      ♪ 
                   

平成２８年 １月２８日現在累計金額   

                            金 ２３０,５００円  

桑原義彦クラブ例会運営委員長  

※ メークアップ     

 （敬称略）  ございません。 

 

 

    

本日はございません。 
  

高見一典会長終礼点鐘・宮永憲一幹事 

旭川モーニングRC 

      例会出席簿 


