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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: 30 点鐘
7: 31 ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 32 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

青少年奉仕月間５月の月間 テーマ    平成２８年 ５月１９日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

各小委員会 活動報告    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１０８１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 

 

大久保昌宜 

会員です。 

大久保会員 

お願い致します。 

受付左から吉良徹第3分区ガバナー補佐・林事務局・宮永幹事・ 

                                   飯塚・嵯城・坂本会員 

 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 架け橋は私たち♪ 

高見一典会長点鐘 



時間 ス ケジュ ール 高見一典会長
7: 35 会長挨拶

7: 38 会務報告

7: 42 3分間
ス ピ ーチ

7: 45

                        おはようございます。今日はゲストに旭川西ＲＣの吉良徹ガバナー補佐がお忙しい中 

                       、ご臨席を頂いております。後ほどご挨拶をよろしくお願い致します。 

 

                        おはようございます。先日５月１５日（日）・１６日（月）両日にはシスタークラブ                  

                        の川口モーニングロータリークラブ創立３０周年記念式典・祝賀会・記念事業が執り  

                        行われ、当クラブから１０名会員のご参加を頂き誠にありがとうございました。本来、 

                        川口ＭＲＣ様は埼玉県川口市でありますが、東京都内に隣接しており、参加者の交通 

                        方法・便を考慮して頂き、式典・祝賀会会場はお台場のヒルトンホテルで挙行されま 

                        した。式典・祝賀会は厳粛な中で盛会に行われ、ご来賓各位を含めまして総勢約２７ 

                        ０名の参加となりました。川口ＭＲＣ皆様には身に余る多くのおもてなしを受け、記 

                        念事業では式典・祝賀会終了後に、東京湾ナイトディナークルーズに当クラブ１０名 

                        全員が参加し、東京湾から見える都内夜景や各ベイブリッジのイルミネーションを満 

                        喫させて頂きました。翌日にははとバスツアーによる国会議事堂や東京スカイツリー 

等の都内見学がありましたが、当クラブからは３名のご参加を頂きました。尚、式典では５年ごとに再締結する 

モーニング５クラブによる締結式も行われました。最後に、近日天候が良い日が続いておりますが、我家では１ 

４日の午後から田植え作業を始めており、地域的にも早い方ですがお陰様で今日には全水稲面積約１６ha弱を植 

え終わる予定です。安堵と感謝の気持ちを申し上げますとともに、今日はクラブ協議会において各小委員会委員 

長から事業経過報告の発表をよろしくお願い申し上げ、開会の挨拶とさせて頂きます。 

  

 

 

stop 

宮永憲一幹事 

start 

    

 ♫  
    ♪ 

                   

１）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１９４  

    収受。 

 

２)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№３１０ 収受。 

  

 

大久保昌宜会員 

人手不足の記事が、新聞等でよく眼にします。当社も採用に悩んでいる１社です。 

 皆さんにとって会計事務所の職員にはどんな印象がありますか？ 

簿記の資格を持った超文系の御堅い職業というイメージを持っているのは私だけ 

でしょうか？ 

実際、当社の採用担当者もそんな人材を面接していたようです。 

現状私自身は面接を行っていませんが、ある日送られてきた履歴書を眼にする 

ことがありました。 

年齢と経験から不採用として返送するところのようでしたが、何気なく履歴書を 

みてみると、彼は青年海外協力隊、NPO法人等で、スーダンやカンボジアに２０ 

年以上滞在、父親の急逝により帰国したとのことでしたが、 

私自身そのような経歴の人物と接することが無く、また私自身そういったことが 

できる人間ではないので、採用とは別に面談する機会を設けました。 

海外での苦労話や様々な経験を教えてもらい、最後にはUSCPA（米国公認会計士） 

の資格も取ったことを知りました。海外赴任中に日本から教材を取り寄せ勉強し 

ていたとのことでした。その努力と苦労に感銘を受けたことは言うまでもありま 

せん。 

当社の採用担当にも面接するよう指示し、その後採用となり、現在当社で頑張っ 

てくれています。 

固定観念や経験、年齢だけでは新しい出会いは生まれないなと気付かされた出来 

事でした。 

 これからは、簿記の資格のない、超理系の緩い人材を採用してみようと考え 

ています。 

  

  

 



7: 46 食事と 懇談

食事と 懇談

8: 00 ゲス ト

ス ピ ーチ

朝食     menu 

姉妹クラブ締結書・川口・札幌・青森・旭川・京都ＭＲＣ 

 

                   15階  シャルムにての朝食と懇談 

 左から石川・林・井上・木村・竹澤・脇坂・笹川・嵯城会員   

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

   左から妹尾ＳＡＡ・吉良第3分区ガバナー補佐・高見会長・宮永幹事         

 

吉良徹 第3分区ガバナー補佐 

 旭川西ロータリークラブ 

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

   左から坂本・今井・大久保・武田・小柳・竹村・桑原・河﨑会員 

 

吉良徹 第3分区ガバナー補佐・川柳を一句      『 眠い朝  それでも来たい  モーニング  』 
                                       

after talke（blue silhouette） 

国際ロータリー第2500地区 第3分区 ＩＭ（都市連合会報告書） 

おはようございます。大変遅くなりましたが去るＩＭでは沢山の御参加頂き 

心から感謝申し上げます。次期ホストクラブは旭川東ロータリークラブです。 

                                       



8: 05 各小委員会

活動報告

8: 10 活動報告

8: 12 活動報告

8: 15 活動報告

                       奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、 

                       青少年奉仕委員会 ４つの委員会で構成されています。職業奉仕委員長については 

                      佐藤克司さんがリタイヤして、林雅美さんに急遽変わっていただきました。 

                      １０月８日に井上会員のお世話で、旭川地方裁判所を職場訪問し、実際の裁判も見学 

                      することが出来て、有意義だったと思います。また１月１４日には林委員長による、 

                      職業奉仕についてのスピーチでしたが、とても新鮮で、しっかりとご自分の考えを述 

                      べられ感動したことを記憶しております。３月２５日は高見会長任期中に旭川市議会 

                      の傍聴、また議長室等を見学することが出来ました。社会奉仕委員会は、井上委員長 

                      ですが、４月７日母子健康月間スピーチ ６月１９日に予定されているボランテア塗 

装がまだのこっていますが、是非多くの皆さんご参加をお願いいたします。国際奉仕委員会は竹澤委員長は、 

２月４日に「平和と紛争について」スピーチしていただきました。今後６月には、例年継続しております、識 

字率向上と飢餓救済のための落ち穂募金を第３分区とりまとめて実行することになっています。青少年奉仕委 

員長の木村委員長は今年度、いろいろと悩み、方法を検討いたしましたが、旭川ロータリークラブとの話し合 

いもうまくいかず、ローターアクトについては当クラブとしては未定で次年度に持ち超す形になりました。 

いずれにしましても会員各位のご協力に感謝し、報告とさせていただきます。 

  

 

石川千賀男会員研修委員会委員長 

桑原義彦例会運営委員会委員長 

佐々木靖文広報委員会委員長 

竹村陽子親睦委員会委員長 

「出席なくして親睦なし」また「親睦なくして奉仕なし」 

を合言葉と揚げて高見会長、宮永幹事の指導のもとに、例会運営は計画通りに進んでおります。 

特に毎回広報委員佐々木会員の紙面校正は楽しみで、例会全体が手に取るように表現されてお 

り素晴らしい会報を提供されております。 

目標  １,例会出席率は平均は80％前後ですのでもう少し出席率を上げたかったです。 

      ２,会員増強、退会防止については、もう少し努力が足りなかった。 

      ３,ロータリー財団、米山記念奨学会の協力については、会員皆さんの協力ができたと 

         思っております。 

                          ありがとうございます。 

会報作成に当り後半になりまして、気が付くと会員の皆様全員参加型の会報作成になって来て 

おりました。写真・原稿（広報に無関係な会員からも）が気が付くと集まってきます。素晴ら 

しいクラブです。 

さて当初の活動計画 

１）クラブ同志との「和合と情報の共有」と例会の会報発信。モバイルの実用化を図り迅速・ 

    作業の軽減の発信。 

    Ａ：思っていた以上にハードルが高かった（不可能）です。 

２）外に向かっては、他クラブとの「和合と情報の受発信」。ホームページ開設2年目に当た 

    りより身近に位置付けとなるよう推し進める。 

    Ａ:発信のみで受信の体制は出来ませんでした（ＨＰ管理が格安業者任せ・・・発信も難あり、ロゴの在り方・例 

       会次第・年間プログラム・メンバー紹介等・受信体制等数多く問題が有ります。 次年度に向けて理事会で協議 

       されてはいかがでしょうか？ 

また次年度広報のスローガンにロータリーをもっと地域に知ってもらおう・・・メディアに関心を引くような活動奉仕 

を・・・とございます。先日ある別の会合でその方たちにロータリーの認知含めて問いました所・・  回答はみなさん 

「ただの金持ちの集まり」。と回答しておりました。皆さんどう感じますでしょうか？ 

結びに同じ広報委員会の脇坂慎一さま（写真）、笹川和廣さま（原稿依頼）ありがとうございました。 おかげさまで 

無事凪ぎの航海でした。次の港、河﨑（会長）港が見えてきました。会報も残りあと５回です。今後ともよろしくお 

願い致しまして活動報告とさせていただきます。 

 

今年度の活動計画も順調にこなさせて頂き来週の観桜会と今年度最終例会の創立 

記念・同伴の夕べを残すのみとなりました。 

親睦委員会で趣向を沢山準備しております。どうぞお楽しみ下さい。   

 

ありがとうございます。 



8: 17 活動報告

8: 21 活動報告

8: 23 活動報告

8: 24 活動報告

大久保昌宜財団委員会委員長 

武田昭宏会員増強委員会委員長 

坂本信一親睦委員 

林雅美職業奉仕委員会委員長 

木村和哉青少年奉仕委員会委員長 

井上雄樹社会奉仕委員会委員長 
竹澤元男国際奉仕委員会委員長 

今年度、ローターアクトについてはいろいろと悩み、方法を 

検討いたしましたが、旭川ロータリークラブとの話し合いも 

うまくいかず、ローターアクトについては当クラブとしては 

未定で次年度に持ち超す形になりました。 

いずれにしましても会員各位のご協力に感謝し、報告とさせ 

ていただきます。 

  

 

２月４日に「平和と紛争につい 

て」スピーチさせて頂きました。 

今後６月には、例年継続してお 

ります、 

識字率向上と飢餓救済のための 

落ち穂募金を第３分区とりまと 

めて実行することになっていま 

す。 

 

 

４月７日母子健康月間のスピー 

チさせて頂きました。 

６月１９日に予定されているボ 

ランテア塗装がまだのこってい 

ますが、是非多くの皆さんご参 

加をお願いいたします。 

 

１０月８日に旭川地方裁判所を 

職場訪問させて頂き実際の裁判 

も見学することが出来て、有意 

義だったと思います。また１月 

１４日には職業奉仕についての 

スピーチをさせて頂きました。 

３月２５日は旭川市議会の傍聴、 

また議長室等を見学することが 

出来ました。 

 

 

今年度会員数30名にする目標が作年末28名から現在26名となり目標達成出来なかったと逆に会 

員が減りましたが、この7月の今年度会員数30名にする目標が昨年末28名から現在26名。新年度 

から1名入会決定していますので27名になりますが、増強委員長の力量の無さかと思っています。 

・・・ここで考え過ぎずに次年度に向け前向きにエンジン全開で会員全員参加で邁進しましょう 

。会員の皆さんより候補者等の情報の提供を頂く事が、もっとも大事な事ではないでしょうか。 

会員増強は何のためにするのでしょうか！！仲間が増える会員が増えることは楽しい事でありま 

す。その楽しいことを平常心で言うと「クラブの活力のため」と「奉仕の実践」のためであると 

思いますし、もう一点大切な事は奉仕の実践のための運営上「活動資金」のためではないでしょ 

うか。奉仕が得られる楽しみ、自分を高められる友人を増やし、又異業種の人達との交流を楽し 

む事が必要不可欠ではないでしょうか。現状は結果的に一人減になりましたがモーニングロータ 

リーの良さを全面に出していけば結果はついて来ます。連続性のある力強さを会員増強にぶっけ 

て実行いたしませんか。  !!短所は考えず 熱意をもって行動致しましょう!!     

必ず結果はついて来ます。 

 

１１月の財団月間での委員会スピ 

ーチでクラブ内での理解を共有し、 

年次寄附目標である、１人当た 

り２００＄以上も概ね達成する 

ことができました。 

  

  

 

各小委員会活動報告 



8: 25 ニコ ニコ

ボッ ク ス

8: 27 出席報告

総員 26名
出席 21名

80.77%

総員 26名

出席 21名

80.77%
88.60%

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 5月19日
  出席率

  第1081回例会

  第1079回例会

4月28日修正出席

  出席率
実績平均出席率（4月28日現）38回

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

平成２８年５月１９日現在累計金額    ３０３,５００円  

高見一典会長 終礼点鐘    宮永憲一幹事 

※ メークアップ    （敬称略） 

   5月12日  石川千賀男  （旭川東ＲＣ） 

   5月15日  高見一典・宮永憲一・小川伸治・河﨑高麗男・桑原義彦 

            笹川和廣・竹澤元男・竹村陽子・林雅美・福居恵美子 

               （川口モーニングロータリー創立30周年記念式典） 

  5月16日  井上雄樹（旭川南ＲＣ） 

   

 

 

    

                                   

旭川モーニングRC 

   例会出席簿 

桑原義彦例会運営委員長 

坂本信一親睦委員 

吉良徹 第3分区ガバナー補佐 

            ：例会を訪問して。 

桑原義彦会員：ロータリアンの皆様に感謝してありがとうございます。 

笹川和廣会員：川口ＭＲＣの創立30周年記念行事に参加して来ました。 

林 雅美 会員：先日はお誕生日プレゼント、ありがとうございます。 

              若手？として今後も頑張ります。 

今井孔太会員：先日の誕生祝いありがとうございました。  

 

本日のニコニコボックス。 

各小委員会活動報告 


