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 旭川モーニング ロータリークラブ 会報     
            ホーム ページ     http://www.asahikawamrc.com/

              2015～2016年度（第２３期）   会長 ： 高見 一典     幹事 ： 宮永 憲一         第 １０８６回 例会  №４５/４５

本日の例会プログラム

時間 ス ケジュ ール 5

受  付

18: 30 開会宣言   林 雅美 会場監督（ 代）

18: 31 点 鐘

18: 32 ロ ータ リ ー

ソ ング

        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２３日 （木）  PM１８：３０～

 創立記念 同伴の夕べ（最終例会）    場所  マルウンホール ４Ｆ 旭川市宮下通り10丁目3-2（夜間例会１2回）

    本日のマルウンホール ４Ｆ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１０８６回・第２３期 

最終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。” 

受付左から坂本・飯塚・宮永幹事・竹村会員・林事務局 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 架け橋は 私たち♪ 

高見一典 会長 最終例会点鐘・宮永憲一 幹事 



時間 ス ケジュ ール 高見一典 会長

18: 35 会長挨拶

18: 38 会務報告

19: 39 委員会

報告

最終例会

宮永憲一 幹事 
本日はございません。 

                     皆様、お晩でございます。今夜は事業年度最後の例会となり、あらためまして会員皆様の暖 

                     かいご理解とご協力に心から深く感謝と御礼を申し上げます。誠にありがとうございました 

                    ！特に宮永幹事におかれましては新たな取り組みでの３分間スピーチや川柳発表に大変なご 

                     苦労を頂き、感謝の念に堪えません。昨夜、シスタークラブであります札幌モーニングＲＣ 

                     の創立記念夜間例会に私と次年度会長の河﨑会員、次年度幹事の小川会員の３名で参加して 

                     参りました。現宮永幹事も参加する予定でしたが、仕事の関係で参加が叶いませんでした。 

                     過去一度、当クラブの創立２０周年時（友重実行委員長・石川会長）に幹事を務め、そのお 

                     礼方々を含め、センチュリーロイヤルホテル２０Ｆでの朝例会に参加させて頂いたことがあ 

                     ります。今年度会長時にも２～３回札幌ＭＲＣ例会に参加させて頂こうと思っていましたが 

                     、なかなか参加が叶いませんでした。今回、３名で参加させて頂き、暖かいおもてなしと歓 

                     迎を受け、会員皆様との楽しい会話や懇親を含め大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。 

                     札幌ＭＲＣ様の通常例会は水曜日の午前７時３０分からで、距離的にも近いですし、さらな 

る交流を深めていく上で当クラブ会員皆様にも今後、札幌宿泊の際は是非とも参加を頂ければと思っています。札幌 

ＭＲＣ会員皆様も旭川に来た際は積極的に参加したいと申しておりました。例会後はご家族皆様方ご参加も頂いての 

創立記念祝賀会を開催致しますが、楽しい団欒のひと時となりますよう祈念申し上げ挨拶とさせて頂きます。 

  

  

 

                        今年度の旭川合同RC事務局運営委員会の報告をさせて頂きます。  私は、2013～14年度 

                        から3年間クラブの代表として、 また今年度は事務局運営委員会の代表を務めさせて頂 

                        き、本日最後の仕事、職員の給与決済を承認して来ました。事務局運営委員会は何をし 

                        ているかと言いますと、旭川市内RCの例会等の運営に必要な事項の管理、事務局に所属 

                        する職員の採用、解雇等の人事権の運用に伴う事務処理事項の立案、職員の給与、休暇 

                        等についての規則の作成及び運用、各クラブに対して事務局費の人頭分担額の策定及び 

                        割当徴収並びに事務局費支出に関する管理、その他必要事項を協議してRCのスムーズな 

                        運営に努めています。委員会は、各クラブより１名をクラブの推薦により選出し、委員 

                        の互選により代表1名を決定する。代表は事務局全般を統括し、運営管理し,委員会の議 

                        長となり、会議の運営、決定事項の実施、会長幹事会への経過報告、懸案事項の提出と 

                        説明を行ない、その承認を受ける作業をおこなう事に成っています。現在の懸案事項と 

しては、2017年度の職員の定年等が有り、職員の給与体系、退職金規定の見直しなど重要な問題を抱え次年度は色 

々協議する事に成っています。今年度も3月に市内RC次年度幹事さんにお集まり頂き懇談会をさせて頂きました。 

次年度の代表は、旭川東RCの森田会員が担当する事に成っています。私の後任として当クラブからは次年度より３ 

年間、理事会承認を頂いて居ります小柳裕子会員を推薦して頂きましたので小柳さん宜しくお願い致します。 

   以上旭川合同ロータリークラブ事務局運営委員会報告を終わります。 

 

河﨑高麗男 旭川合同ＲＣ事務局 

    運営委員会 代表 



19: 00 ニコ ニコ

ボッ ク ス

19: 10 出席報告

総員 26名

出席 19名
70.08%

総員 26名
出席 23名
96.15%
88.76%

19: 15 最終点鐘

本日の出席

修正出席

実績平均出席率（6月9日現）43回

  第1086回例会

6月23日
  出席率

  第1084回例会
6月9日

  出席率

高見一典 会長終礼点鐘  宮永憲一 幹事   1年間ありがとうございました。 

平成28年6月23日今期・ニコニコボックス合計金額     ３２９,０００円  

メークアップ（敬称略）6月21日：石川千賀男・河﨑高麗男（旭川空港ＲＣ） 

                         6月21日：安井裕子（旭川西ＲＣ）    

                         6月22日：小川伸治・河﨑高麗男・高見一典（札幌モーニングＲＣ）  

                         6月22日：木村和哉（旭川北ＲＣ） 

   

 

 

旭川モーニングRC 

   例会出席簿 

河﨑高麗男 例会運営委員長 

本日のニコニコボックス。 

高見一典   会長：創立２３周年記念 同伴の夕べを祝して！ 

                １年間お世話になりました！ 

宮永憲一   幹事：１年間皆様には大変お世話になりました、ありがとうございました。 

竹村陽子   会員：ご家族の皆様本日は大変ありがとうございます。ごゆっくりお過ごしくだ 

                さいませ。今年の寒梅をお持ち致しました、４５年振りの新種だそうです。 

福居恵美子 会員：奥様ようこそおいで下さいました。今夜ゆっくりお楽しみ頂き、また来期 

                から宜しくお願い致します。 

飛弾野正幸 会員：会長さん１年間ごくろう様でした。 

竹澤元男   会員：前々回の国際奉仕の時は皆様の御協力を頂きまして誠にありがとうござい 

                ました。そしてネームを持ち帰りました。 

武田昭宏   会員：本日北海道発注の礼文町新桃岩トンネル（１５０ｍ）電気工事２億円で受注しました。２年６か月 

                の営業活動でした。皆様のおかげです。 

小柳裕子   会員：高見会長・宮永幹事１年間大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

石川千賀男 会員：創立記念同伴の夕べを祝してどうやら出席できました？ 

笹川和廣   会員：創立記念おめでとうございます。先日のチャリティーゴルフも１８ホール歩ききれました。ありが 

                とうございます。 

佐々木靖文 会員：２３期１年本当にありがとうございました。高見会長・宮永幹事ありがとうございます。 

林  雅美   会員：先週は川柳の賞を頂きました。一生の思い出です。 

小川伸治   会員：高見会長・宮永幹事１年間お疲れ様でした。 

河﨑高麗男 会員：本日は今年度最終例会。高見、宮永丸有難うございました。又、同伴の皆様いつも御協力いただき 

                感謝致します。 

坂本信一 親睦委員 

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

高見一典 会長挨拶 

※参考）今期当日実績平均出席率：67.79％ 



19: 17 開会の挨拶

19: 20 乾 杯

19: 20 会食と

懇談

乾杯！！！ 

これから、当クラブ創立記念同伴の夕べを開催致しますが、開催に当たりましては竹村親睦委員長を筆頭に親睦 

委員の皆様にご苦労を頂き、誠にありがとうございました。。 

また、今夜の会場は雰囲気を変えてのマルウンホールでの開催企画となりました。会員皆様がロータリー活動及 

び事業に専念できますことは、ご家族皆様の多大なご理解とご協力も頂かなければ成し得ません。 

あらためまして会員御家族の皆様にも心から深く感謝と御礼を申し上げます。アトラクションでは「あの歌、 

この歌」サークル皆様によります昭和懐メロ特集で、歌や踊りを披露して頂きます。サークル代表のお方、多田 

聡氏は今から約２０年前の地元東鷹栖中学校時の校長先生で、私が当時ＰＴＡ役員をしていた時であり、久し振 

りにお会いして今夜のご出演は感慨深いご縁を感じた次第であります。 

今夜は皆様と共に創立を祝し、楽しいひと時となりますよう祈念申し上げ挨拶と致します。 

それでは、祝杯も兼ねてということですので、旭川モーニングロータリークラブの益々の発展と本日ご参会皆様 

の益々のご多幸とご健勝を祈念し乾杯したいと思いますので宜しくご唱和願います。 

旭川モーニングロータリークラブ創立記念を祝し、乾杯！ 

 

乾杯！！！ 

    左から小川・福居会員・高見会長・林会員     左から木村・小柳会員・宮永幹事・小川会員・宮永夫人 

高見一典 会長挨拶 

高見一典 会長 乾杯の音頭！ 



19: 30 会食と
懇談

会食と

懇談

会食と

懇談

  menu アミューズ 

    左から武田会員・武田夫人・飛弾野会員・飛弾野夫人     左から竹澤夫人・竹澤会員・佐々木夫人・佐々木会員 

    左から笹川夫人・笹川会員・河﨑夫人・河﨑会員     左から安井会員・林事務局・竹村（孫）・竹村会員 

    左から飯塚会員・飯塚夫人・坂本・安井会員     左から井上夫人・井上・石川会員・石川夫人 

冷やしトマトの 

 ロワイヤル 

 

東川産アスパラ 

   スープ      パン 

 日高バター 

 

縞鯵のマリネ夏野菜のタルタル 

    白バルサミコのジュレ 

 

オマール海老の干し貝ソース煮込み 

 

 

    牛ロースのシャリアピン風 

牛蒡のプレゼと焼き葱赤ワインソース 

 

焙じ茶香るブランマンジェと 

  アイスクリーム 

山葵と塩のアクセント 

45年振りの新種 

    越乃寒梅 

竹村親睦委員長ニコニコ 

河﨑高麗男     理事 私は、次年度クラブ活動目標として皆でアイ 



19: 15 次期委員長

紹 介

19: 20 開 宴

20: 10 閉 宴

20: 25 閉会の挨拶

20: 30 記念写真

   ♪ 
           ♪ 
                   

  ♪ 
 ♪ 
                  

        ♪ 
           ♪ 
                   

   ♪ 
           ♪ 
                   

創立23周年記念 同伴の夕べ  記念写真 

 
竹村親睦委員長ニコニコ 

「あの歌この歌」 

司会 多田 聡 氏 

竹村陽子 親睦委員長 閉宴・閉会の挨拶 

 
皆々様、今夜の「あの歌この歌」楽しんでいただけたでしょうか。楽しいひとときでございましたが 

これにて閉宴とさせていただきます。 

 

結びになりましたが高見会長・宮永幹事1年間本当におつかれさまでした。心より感謝申し上げ 

お礼の言葉と致しまして 第23期 創立記念 同伴の夕べを閉会させていただきます。 

皆様1年間ありがとうございます。 

 

 

河﨑高麗男  

    次年度会長 

以上です。1年間宜しくお願い致します。 

 

5大委員長 
会員組織委員長        ：高見一典   

財団・米山推進委員長  ：宮永憲一  

奉仕プロジェクト委員長：石川千賀男 

広報委員長            ：小柳裕子   

クラブ管理運営委員長  ：安井裕子   

小委員長 
会員増強委員長      ：福居恵美子 

会員研修委員長      ：笹川和廣   

ロータリー財団委員長：脇坂慎一   

職業奉仕委員長      ：井上雄樹  

社会奉仕委員長      ：武田昭宏   

国際奉仕委員長      ：竹澤元男   

青少年奉仕委員長    ：佐々木靖文 

広報雑誌委員長      ：嵯城俊明   

会報ＩＴ委員長      ：今井孔太   

例会運営委員長      ：妹尾佳晴   

   理事 

   高見一典    

   河﨑高麗男  

   安井裕子    

   小川伸治    

   大久保昌宜  

   友重正親    

   小柳裕子    

   宮永憲一    

   石川千賀男  

   武田昭宏    

   井上雄樹    

         (敬称略） 

私は、次年度クラブ活動目標として皆でアイ 

ディアを出し合い行動するロータリークラブ 

を目指して.『行動しょう・未来のクラブの 

ために』とさせて頂きました.クラブ執行部 

の理事・役員等の紹介とロータリー活動を 

進めて頂く各委員長を紹介いたします。 

 



広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

札幌モーニングロータリークラブ創立記念  （夜間例会時）平成28年6月21日（火） 

 

高見一典 会長  ： 創立２３周年記念 同伴の夕べを祝して！ 

                 １年間お世話になりました！ 

宮永憲一 幹事  ：１年間皆様には大変お世話になりました、ありがとうございました。 

Topics 
創立23周年記念 同伴の夕べ  記念写真 

高見一典 会長・河﨑高麗男 次期会長・小川伸治 次期幹事 参加 

2015～2016年度（23期）高見一典 会長・宮永憲一 幹事 

        一年間ありがとうございました。 

※1年間ありがとうございました。 


