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第 １０８4回 例会 №４3/４５

6月の月間 テーマ

ロータリー親睦活動月間

平成２８年 ６月９日 （木） ＡＭ７：３０～８：３０

本日の例会プログラム

各小委員会 活動計画

場所 アートホテルズ旭川 2階 ザ・イーストルーム

5

ス ケ ジュ ール

受 付

今朝の旭川市内・7条緑道

7: 30 開会宣言

妹尾佳晴 会場監督

”只今より
旭川モーニング
ロータリークラブ
第１０８４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。”
受付左から飯塚・嵯城・坂本・今井会員

♪ 架け橋は私たち♪
7: 30 点鐘
7: 31 ロ ータ リ ー
ソ ング

♫
♪

高見一典会長点鐘・宮永憲一幹事

7: 32

四つのテス ト

唱和

本日の
”四つのテスト" は
宮永憲一幹事です。
宮永幹事
お願い致します。

時間

ス ケ ジュ ール

7: 34 会長挨拶

高見一典会長
皆様、おはようございます。例会会場がこの２Ｆで今後使用することをすっかり忘れ
てしまい、先ほどエレーベーターに乗ると１５Ｆボタンが押せない状況で初めて気が
付き、２Ｆで降りた次第です。
２０１５－１６年度も残すところ今日の例会を含め、いよいよあと３回となりました。
今日は５大委員会の各小委員会委員長の方々に次年度の活動計画を発表して頂きます
ので宜しくお願い申し上げます。
又、例会終了後には、竹澤国際奉仕委員長が担当しております落ち穂募金の集計作業
がありますので、例会後に時間に余裕のある会員の方々にはお手伝いを頂けると幸い
と存じ、宜しくお願いを申し上げ挨拶と致します。

7: 36 会務報告 宮永憲一幹事
7: 37 委員会
報告

第一回クラブ会員満足度アンケートとクラブ活力テストの結果集計

河﨑高麗男クラブ運営
委員会委員長

先月19日例会でお願いしておりました。クラブ会員満足度アンケートとクラブ活力テ
ストの結果集計が出来ましたので、皆様の処に報告書を作成させて頂きました。
集計結果はそれぞれに独自の見方も有り報告書をよく見て頂ければ宜しいかと思いま
す。会員満足度アンケートでは、クラブの活動・運営に対する満足度を知るためのも
のです。クラブ運営改善の基礎資料と知るもので、会員の皆様全員にお願いしていま
したが、残念ながら19名の皆さんしか協力を頂けませんでした。回収率73.07％です。
アンケートの中で特に嬉しかったことは、例会を楽しまれていますかとの問いに100
％皆さんがはいと答えていたことです。クラブ活力テストでは、活き活きとした魅力
的なロータリー・クラブへの復興を願うクラブが、自クラブの現在の問題点と活性度
レベルを正確に把握し、活性度レベルを高めクラブの問題を解決していくために、今
何をすべきか確認することを目的として作られており、このテストの前提となるのは、
「どんな組織も時間の経過とともに必ず硬直化する」という考え方です。
基本的にロータリー歴が5 年以上で、役員、理事および委員長などクラブのリーダー的な役割の会員を対象にテスト
すべきでありますが、今回は全員を対象として行ったので、未体験や回答しにくい項目もありましので。次回は調査
対象を絞って行う必要があろうかとおもいました。内容はよく見て自分と照らしてみてください。最高が85点、最低
が36点で平均66.63点と成りました。“入りて学び 出でて奉仕せよ”です。結果として評価レベルBで、“機能はほぼ
発揮され、安定はしているが、一部機能不全がみられる”という処でしょうか。建設的なご意見も戴き大変良い調査と
テストでありました。今後のクラブ運営に反映できるものと思います。ご協力有難うございました。

7: 40 委員会
報告

本日はございません。

武田昭宏会員増強委員会委員長

安井裕子財団・
米山推進委員会委員長

京都モーニング
ロータリークラブ
山本勝会員様の京
都老舗の会が西武
旭川店にて開催さ
れております。

古切手等の回収
について。

三友居・茶懐石パンフレット

竹澤元男国際奉仕
委員会委員長

竹村陽子親睦委員会委員長
本日例会後古切
手・書き損じハ
ガキ等の回収集
計が有ります。

6月23日の
創立記念・
同伴の夕べ
について。

石川千賀男会員研修委員会
委員長
落ち穂募金の
提案です。

7: 42 3分間
ス ピ ーチ

start

皆様おはようございます。
宮永憲一幹事
改めまして皆様には、今年度の3分間スピーチのご依頼に笑顔で御協力いただきまして改
めて感謝申し上げます。さて、私の職業分類は『消防設備業です』
では、その中で『消火器について』お話いたします。
まず、一般的な種類といたしまして。
● 粉末消火器
☆加圧式で 現在もっとも広く普及している消火器です。
特徴といたしまして
本体容器に内蔵又は附属した加圧用ガス容器のガス圧力を利用して粉末の消火薬剤
を放出し、消火します。
☆畜圧式
特徴としまして
消火薬剤を充てんした後、窒素ガス又は乾燥圧縮空気が密封されており、レバーを
握るとバルブが開き、消火薬剤が放出され、消火します。
● 安全管理、操作上の注意
加圧式は日常の圧力低下はありませんが、本体容器がサビ等で腐食したものは、加圧の瞬間に破裂する危険性があり
ますので、常に外観のチェックをしましょう！
畜圧式は圧力が低下していると、消火器の能力を十分に発揮することができないので、上部についているゲージで圧
力をチェックしましょう！（針が緑の部分が正常です）操作する際は、まず落ち着きましょう。操作する安全な距離
は約３～６ｍ離れた位置で行い、消火薬剤が放射される
前に炎に近づかないようにしましょう。また、炎や煙に惑わされないように注意し、燃えている火元をねらって消火
薬剤を放射して下さい。屋外では、風上から消火するようにしてください。
粉末消火器で消火した時には、消火薬剤が燃焼物の中心（奥）へ浸透しませんので、消火後十分に水をかけて燃焼物
の中心（奥）に残る火種を完全に断つようにして下さい。
消火器の操作方法（３動作）
① 黄色いピン（安全栓）を上に引き抜く。
② ホースをはずし、ノズルを火元に向ける。
③ レバーを強く握る。
☆ レバーが固い時は、消火器を下に置き、上から体重をかけると操作できます。
総務省消防庁の2013年発表の出火原因
出火原因ごとの火災発生状況を全火災から見ると放火が最も多いですが、住宅火災だけをまとめます。
原因 構成比
1 こんろ 18.6％
2 たばこ 12.5％
3 ストーブ 8.3％
4 放火 8.2％
5 放火の疑い 4.5％
6 配線器具 4.1％
7 電灯、電話等の配線 3.6％
8 灯火 3.0％
9 電気機器 2.4％
10 マッチ、ライター 1.7％
10 風呂、かまど 1.7％
経済産業省所管の製品評価技術基盤機構の調査では、2013年に全国で暖房機器が原因とみられる火災は、少なくとも
233件起き、死者34人に上っています。 電気ストーブ、延長コード等が18件、石油ストーブガスコンロ等が16件です。

♫
♪

7: 45

stop

★では、住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
3つの習慣・4つの対策
3つの習慣
寝たばこは、絶対やめる。
ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
以上

7: 45

食事と 懇談

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
食事と 懇談

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
左から高見会長・宮永幹事・妹尾ＳＡＡ

朝食

menu

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
左から木村・武田・安井会員

食事と 懇談

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
左から小川・小柳・今井・笹川会員

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
左から福居・林・石川・大久保会員

8: 05 活動計画

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
左から飯塚・竹澤・河﨑・小川会員

2階ザ・イーストにて朝食と懇談
左から嵯城・坂本・竹村・飛弾野会員

妹尾佳晴例会運営委員会委員長
2016～2017年度 活動目標「行動しよう。未来のクラブのために」会員がロータリーを体験する
「参加型の例会とし入りで学び出でて奉仕する精神で積極的な環境を作り、地域社会での奉仕
活動の活発さで入会希望者やロータリーに関心を示す人の増加を期待して例会は創意工夫を凝
らして出席意欲を高め、多様な内容と形式を取り入れ楽しい例会をと思っております。
・クラブが実施している活動やプロジェクトの状況報告、会員が参加できる活動や行事の予告、
クラブが取り組むことの出来る地元のニーズや問題の検討を行う。
・親睦とネットワークづくりを中心とした例会を開く。
・各例会の計画を担当する員を割り当てる。又特別月間/週間にちなんだテーマで例会を開く。
・ゲストスピーチによる企画や会員の特に心に残るロータリーでの体験の報告等々。

8: 07 活動計画

おはようございます。
次年度親睦委員長を仰せつかりました木村です。
河崎会長の下一人一人楽しくをモットーに親睦しやすい環境を作れたらと思っておりま
す。至らないこともあるとは思いますが、よろしくお願いいたします。

木村和哉親睦委員長

8: 09 活動計画 嵯城俊明広報雑誌委員長
（代）坂本信一委員
「愛がある ロータリーの友は 道標」
ロータリーの戦略計画のひとつである「公共イメージの強化」を達
成するためには、会員一人ひとりが語り部となって地域社会にロー
タリーのことを知ってもらうことはとても大切です。そのために、
ロータリーの醍醐味「さまざまな職業や経験をもつ会員が集まって、地域社会に奉仕する」
という、その真の姿を「ロータリーの友」「ＭＹＲＯＴＡＲＹ」から会員の皆様に紹介をし
ていきたいと思います。月１回の「愛がある ロータリーの友は 道標」の配布通称「愛ロ
ータリー」ニジマスの放流、などの活動をメディア機関へ紹介イベントジャンパーなどの製
作ごみのポイ捨て禁止運動、ボランティア塗装などへの積極的参加。

8: 11 活動計画

6～17年度 会報IT委員会 として、
今井孔太会報ＩＴ委員長
メインの会報作りをしっかりと継続して、他のクラブよりも進捗の遅い、IT・モバイ
ル化を推し進めるための目標を3つ立てまして、その戦略を発表します。
●計画・目標①つ目に 【MYROTARY】への全員登録 アカウント入手
戦略として、
・アカウント（登録用のメルアドも含めて）の一元管理
・毎朝の例会時に出来ていない人にパソコンを持ってきて代行登録
・まずは年内全員登録を目標に毎週登録をスタートしたと思っています。
●計画・目標②①つ目に 旭川モーニングロータリークラブのホームページの内容充実
・フェイスブックページの作成、活用、全員のアカウント登録
戦略
マイロータリーと同様にパソコンを持ってきて例会で対応します。
●計画・目標③つめに 各委員会・委員との連携
●たった1つだけ、全員で共通の取り組みをする。
それは、それぞれ、スマホ、携帯、パソコン、出来る環境で結構なので、メール、メッセージのやり取りをする機会
を増やしていこうと考えています。これも例会時に全面的にバックアップしますので、皆さんと協力しながら進め、
大変な作業と言われている、会報作りもネット上のスペースを利用してテンプレートなど作成して次の人も作りやす
くなるように仕組化をしていきます。

8: 13 活動計画

武田昭宏社会奉仕委員長

8: 15 活動計画

国際奉仕としては、我がクラブの継続事業として取り組んでおります「飢餓、病気、ストリー
トチルドレンのために」を合言葉に、国際間の理解を深める親善と平和を推進することに取り
組んで活動をして参ります。また、水と衛生月間で提唱する、世界の水で苦しむ人々の浄化な
どにも、国際間で取り組んでいきたいと思います。
１・「飢餓の現状と識学率向上」に関する勉強会の開催。
２・書き損じはがき、使用済み切手、テレホンカード等の回収、落穂募金を第３分区のロータ
リークラブにも協力を求め、貧困、飢餓救済等への支援活動を継続して取り組んでまいり
ます。
３・一昨年度に実施しました、タイ国第3330地区とのもと、水の浄化活動の支援にも、取り組
んでいきたいと思います。

社会奉仕委員会の原点である奉仕。この活動を後押しする実践で市民参加者も幅広く、職
場（各企業）・地域市民と親子、各種団体等に参加を頂きロータリアンと共に、河川敷周
辺の清掃の参加をしながら、生きものヤマメとのふれあい、石狩川へ魚を放流し、親子で
実感体験をいただき、成長と自然の環境を楽しみ、ロータリーとは何か、何を取り組んで
いるかを地域社会（市民）に情報を広げ、共に共有する事業を計画しました。
放流稚魚 ・ヤマメ５０ｋｇ
参加者 ・ ２００名
参加範囲・ 地域ボランティア（青少年団体）・地域幼稚園、小中学生の参加、各種趣味
の仲間（釣り仲間、石狩川イトウの会）・ロータリアンの家族他。

国際奉仕委員長委員長

8: 17 活動計画

佐々木靖文青少年奉仕委員長
1)「青少年交換事業」の実施と検証（これから青少年奉仕委員会にて協議し提案・その内
容を理事会で図って頂き「理事会決定」後、案件の推し進め）。
2)現状思案検討協議中のローターアクトについてクラブ内の方針を明確に位置づけて頂き、
今後の方針「理事会決定」に従って推し進めていく。
3)理事会等で協議図って頂き、都度発生する国内の被災地の障害児童施設への支援金（サ
ポートボックス等の設置・ニコニコボックス）の援助の提案。
4)理事会等で協議図って頂き「旭川市内の障害児童施設等の訪問・支援等」。
以上の提案。クラブ仲間間の合言葉として「4つのテスト」の実践から青少年奉仕委員会
の活動内容を模索提案し［理事会に図って頂き方針を頂く］・推し進めていく。
竹村陽子米山記念奨学会委員長

8: 19 活動計画 1952年二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、国際親善と世界平和に寄付する「米山募金」
をきっかけに米山奨学会が始まりました。日本のロータリー創設者米山梅吉翁の功績を偲び、
いまや民間最大の奨学財団となった米山奨学会の最大の特徴は、カウンセラー制度と世話ク
ラブ制度にあり、この二つの精度の果たす役割は大きく、今なお健在で、日本ロータリーと
奨学生との深い交流を担っています。今年度も10名の奨学生のお世話を致します。
是非会員各位のご理解とご支援をお願い致します。

8: 21 活動計画

福居恵美子会員増強委員長
本年度の地区会員増強委員長は当クラブの武田会員が務められます。「奉仕するロータリア
ン、社会に貢献できる人をロータリアンとして迎えましょう。」と提唱されています。我が
クラブは豊かなカラーを持つ、お互いを大切にし、風通しの良い楽しいクラブであります。
そのクラブに会員の増強を一人一人の力で行動を起こし実践しましょう。出会いの縁、仕事
・地域の関わりの中、幼かった頃から関わっている人達を今一度見回し、私達と集える仲間
づくりを進めましょう。
[目標] ①会員増強 3名
②退会をなくすこと
③会員の研修は、2度行いましょう。
笹川和廣会員研修委員長

8: 23 活動計画

現在、「明るく活発で楽しいモーニングRC」が自他ともにみとめられてきていますが、より
一層「お互いが理解を深めあい、お互いが勉強しあい、お互いが成長しあいながら地域社会
に貢献しようではありませんか！
先輩の皆さんが築き上げた路線を引継ぎながら、「入りて学び、出でて奉仕せよ」を再確認
するために、チャーターメンバーの皆様から入会間もない全ての会員が、一同に会して「ロ
ータリークラブの魅力」を学習しあうオリエンティションを上期と下期に各一回計画します。
そして、その後の懇親の場で更に楽しく理解を深め合いましょう！
先日の地区研修・協議会の一コマで、社員に対して「ロータリーの例会に行くことを、胸を
張って言えない会員が多い」という発言を聞き、耳を疑いました。
ロータリーに参加する事で、社員の人間性の向上に役立てる様にしたいと考えています。
なかなか理解が追いつきませんが、参加する事の楽しさを持ち続けて行きたいと思いますので、今後とも宜しくお願
い致します。

8: 25 ニコ ニコ

今井孔太親睦委員

ボッ ク ス

本日のニコニコボックス。
笹川和廣会員：前回の例会後モーニングのお蔭で若返ったと調子にのりすぎて階段でコケ
てしまいました。ご心配おかけましたがすり傷一つなく元気です。
竹澤元男会員：１年に１回の国際奉仕の古切手等の回収を行いますので皆様例会の後にお
手伝いをお願い致します。

平成２８年６月９日現在累計金額

３００,０００円

8: 27 出席報告
第1084回例会
本日の出席
6月5日
出席率
第1082回例会
修正出席
5月26日
出席率
実績平均出席率（5月26日現）41回

旭川モーニングRC
例会出席簿

総員 26名
出席 22名
84.62%
総員 26名
出席 21名
80.77%
88.59%

河﨑高麗男クラブ運営委員長

※ メークアップ
6月 6日
6月 8日

8: 29 伝達事項

（敬称略）
宮永憲一・安井裕子 （旭川南ＲＣ）
木村和哉（北海道2500地区ロータリーＥクラブ）

次週の例会はガバナー公式訪問に向けてリハーサルと協議会を行います。
会場は旭川アートホテルズ旭川 ２階 ザ・イーストルームです。

8: 30 点鐘

♪
♫
♪

高見一典会長 終礼点鐘

8: 31
旭川モーニング
ロータリー バナー

宮永憲一幹事

国際奉仕委員会・古切手・書き損じハガキ・
テレホンカード・落ち穂募金等・回収・集計作業

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）

脇坂 慎一

笹川 和廣

