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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: 35 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

ロータリー親睦活動月間6月の月間 テーマ    平成２８年 ６月１６日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

次年度ガバナー公式訪問リハーサル    場所   アートホテルズ旭川   ２ Ｆ ローアン

    今朝の旭川市内・７条緑道風景（アートホテルズ２階から） 

”只今より 

旭川モーニング 

ロータリークラブ 

第１０８５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 

 

佐々木靖文会員です。 

佐々木会員 

お願い致します。 
 

受付左から桑原・武田・嵯城・坂本・小川・竹村会員・林事務局 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 奉仕の理想♪ 

高見一典 会長点鐘 



時間 ス ケジュ ール 高見一典 会長
7: 38 ビジタ ー紹介

7: 39 会長挨拶

7: 42 会務報告

7: 45

7: 45 ビジタ ー
ス ピ ーチ

7: 48

今週６月１７日（土） 

第１３回ボランティア 

塗装が有ります。 

多くの参加をお願い致 

します。 

 

小川伸治 副幹事 
 

 

～健口から健幸へ～ 

 

富良野ロータリークラブ  

荒木 毅 様 

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１９５ 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№３１１ 収受。 

  

 

 皆様、おはようございます。本日は富良野ロータリークラブ荒木毅様をビジターとしてお迎 

えしております。後程ビジタースピーチを頂きます。宜しくお願い致します。 

 

 皆様改めておはようございます。当事業年度も残すところ、今日を含めあと２回となりました。 

来週はいよいよ最終例会を迎え、創立記念同伴の夕べとなります。 

今日は、７月からの新事業年度例会スタート初日７月８日（金）が第２５００地区ガバナー公 

式訪問となり、そのためのリハーサルとなりますので宜しくお願い申し上げます。 

さて、シスタークラブであります札幌モーニングロータリークラブですが、自身の会長時に１ 

～２回は例会訪問したいと思っていましたが、中々日程調整が出来ず、訪問が叶わなかったの 

ですが、来週の２２日（水）の札幌ＭＲＣ夜間最終例会に宮永幹事は仕事の関係で行けません 

が、私と河﨑次年度新会長と小川次年度新幹事の３名で訪問することになりましたことを報告 

させて頂きご挨拶と致します。 

  

 

竹村陽子 親睦委員長 井上雄樹 社会奉仕委員長 

嵯城俊明 会員 

次回例会６月２３日（木） 

創立記念・同伴の夕べのご案内。 

場所：マウンホール・４階 

（旭川市宮下通10町目３番２号） 

 

多くの参加を頂いております。 

      場所と時間の確認です。 

 

おはようございます。 

富良野ロータリークラブの 

荒木です。仕事柄良く旭川アー 

トヒルズに宿泊させて頂きます。 

過日も水曜に宿泊しましたとこ 

ろ木曜のＭＲＣ例会が休会でし 

た。とても残念でした。モーニ 

ングは本当に皆様暖かく、とて 

も楽しみに参加させて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

 



7: 40 3分間

ス ピ ーチ

7: 43

stop 

資料表面 

start 

    

       ♫  
    ♪ 

                       本日の３分間スピーチはモーニングが創立されて今季で２３期目（高見会長）、次年度２４ 

                                         期目（河﨑会長）にあやかりロータリーバッチ（徽章・襟章）の２４歯車の起源と経緯を話 

                                         題に進めたく思います。    資料の表面は１～６までのバッチの形の経緯です。 

                                        １）文明化と動きを象徴・・・馬車の車輪。 

                                        ２）モンティが車輪に動きを表すべく車輪の前後に砂埃をつける。 

                                        ３）砂埃を外し、吹き流しをつける。 

                                        ４）車輪ではロータリーの理念が伝わらないと歯を付けて動く歯車が出来た。会員が共に動く 

                                        様子を象徴する。文字通り一人一人が互いに噛み合うことによって組織の目標を達成するとい 

                                       う概念が伝えられると提案。 

                                       ５）その後各クラブ独自の車輪・・・歯の形も歯の間隔もばらばら・・・マッキントシュが６ 

                                       年間のロビー運動かけて改正求める。「芸術家の脳だけが生み出せる産物でエンジニアリング 

                                       に対する侮辱」。 

６）ボルグが６本の輻（ロータリー６つの要綱）２４枚の歯そして歯車のボスにキー溝加工を加える。 

会員が共に動く様子。文字通り一人一人が互いに噛み合う（互いに傷つけあうことなく）ことによって組織の目標を達 

成するという概念が達成される。ちなみに１９０５年～１９２９年にダラス大会で承認されるまでの、２４年の歳月と 

経緯を表したのが２４枚の歯車です。モーニングも次年度24期目を迎えます。一つの節目の年でしょうか・・・。    

                                 

さて、ここで６番目の、車輪について今少し詳しく見てみましょう。 

資料の裏面です。高名なエンジニアリングとしてのボルグのこだわりです（６年間のロビー運動から）。 

左下左図・・・歯車のボス穴加工（丸穴・・・）全てが空回りです１～５までの車輪の形です。 

左下右図・・・6番目の車輪のボスの形です。ボス穴加工にキー溝加工が施され軸と歯車は一体になり、歯もインボリ 

ュート歯車になり、伝達も滑らかに（音もなく歯の傷もなく）、精確に伝わる時計の歯車の形となりました。４）５） 

ではお互いに傷つけあうだけの歯車でした。ここで、時計の歯車ですから、一切の意思を持たない（４つのテストのみ 

が意志です）時を刻む時計の中の仕組み（ロータリアン）が完成されました。誠に緻密な世界（時計）の歯車がロータ 

リーの徽章・襟章です。毎年変わるロータリーの役割はロータリアンであれば誰が担っても時は精確に刻まれます。 

ロータリアンにとっての意思は「４つのテスト」のみです。。                             

 

そのロータリアンとは・・・（ロータリー伝統の起源の中（奉仕の一世紀）襟章と共に大きくとりあげられています一 

節より）マザー・テレサの言葉で結びにしたく思います。   

「もし本当に愛したいと願うなら、本当に生きたいと願うなら、 痛みを感じるほどに愛さなければな 

りません・・・・・・  ロータリアンは超我の奉仕が標語なのですから、奉仕のために時間を捧げな 

い人は、ロータリアンを名乗るべきではないと私は思います・・・ 

愛すれば、奉仕するようになります。そしてここから、一人のロータリアンが今年生み出した美しい 

標語「時間を捧げよう奉仕のために」が始まるのです。      

                                                                                  インド・カルカッタ―のマザー・テレサ 

                                                    ブラジル・サンパウロ1981年ＲＩ年次大会より 

                                                          
   

佐々木靖文 会員 

 

資料裏面 



7: 44 第１ １ 回
川柳大賞

7: 45 食事と 懇談

食事と 懇談

食事と 懇談

7: 55

朝食     menu 

                  左から高見会長・小川副幹事 

    最優秀賞 林 雅美 会員 

 

                    左から林・坂本・飯塚・竹村・今井・嵯城・小柳・妹尾会員・荒木ビジター（富良野ＲＣ） 

 

            左から小川副幹事・石川・武田・井上会員 

 

次年度ガバナー公式訪問リハーサル 

                       左から河﨑・笹川・飛弾野・桑原会員 

 

 第１１回  ５月・川柳大賞・発表・景品贈呈 

 

最優秀賞  『 花くるも お礼の電話は 出ぬ息子  』 

                                              林 雅美 会員 

 

 

 

 優秀賞    『いつまでも 母にとっては 我が子供  』 

                                              宮永憲一 幹事 

今回の川柳大賞発表で今年度の川柳・景品贈呈は終了させて 

頂きます。皆様１年間のご協力ありがとうございました。 

 



7: 55

8: 25 ニコ ニコ

ボッ ク ス

8: 26 出席報告

総員 26名
出席 18名

69.23%
総員 26名
出席 25名
96.15%
88.77%

8: 30 点鐘

本日の出席

修正出席

実績平均出席率（6月2日現41回）
  出席率
6月2日

  第1083回例会
  出席率
6月16日

  第1085回例会

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

平成28年6月16日現在累計金額     ３００,０００円  

高見一典 会長 終礼点鐘    小川伸治 副幹事 

 
 

メークアップ（敬称略） 

  ６月  ９日 井上雄樹（旭川東RC） 

  ６月  ９日 木村和哉（旭川東北RC） 

  ６月１５日 竹澤元男（旭川北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 

本日のニコニコボックスはございません。 坂本信一 親睦委員 

次年度ガバナー公式訪問リハーサル 

           河﨑高麗男 次年度会長・小川伸治 次年度幹事 

 

次年度各委員長・各委員 

 
次年度各委員長・各委員 

 



広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川 和廣

 
 

Topics 

6月19日（日）に、RI2500地区第3分区 第18回親睦チャリティゴルフ大会が旭川ゴルフク

ラブ台場コースで開催されました。 

チャリティ募金（14万円）は、旭川市子育て支援部に贈呈され、市より感謝状表彰されま

した。 

表彰式の団体戦では、我モーニングRCは7位で他のクラブに上位入賞の喜びのチャンスを

譲りましたが、個人戦では宮永幹事が12位入賞しました。 

又、アトラクションでは、小川会員がドラコン賞・笹川会員がドラタン賞を受賞しました。 

暫くぶりの好天に恵まれ、ロータリー精神のもとパートナーに配慮するなど、和気あいあ

いの楽しいゴルフ大会でした。 

  

 

第１８回   ＲＩ 第２５００地区 第３分区 親睦チャリティーゴルフ大会 

左から宮永幹事・笹川・小川・井上会員 
 

コメント・写真提供（笹川会員） 


