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第1164例会 №31

平成30年3⽉15⽇（⽊） PM6:30〜

場所 アートホテル旭川 2F パンジー

ホームページ http://www.asahikawamrc.com/ 

3⽉の⽉間テーマ ⽔と衛⽣⽉間

本⽇の例会プログラム 第2回会員研修会「ロータリーとは」

国際ロータリー第2500地区第3分区

旭川モーニングロータリークラブ会報

Asahikawa       Morning       Rotary       Club

会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

皆さん、おはようござい

ます。今⽇は会員研修

会ということで、よろし

くお願いします。

会務報告

⽊村 和哉（代理）

本⽇の会務報告はご

ざいません。

   ♦ ♦ ♦

皆様、お晩でございます。

  本⽇は今年度第２回⽬の

会員研修会を新⼊会員さん

のオリエンテーションの形で

開催させて頂きます。先輩会

員さんにはその点をご理解し

て頂きご協⼒の程、宜しくお

願い致します。先ずは朝倉さ

ん伊藤さん橋本さん、渡邊さ

んは６⽉で1年に成りますが

ご⼊会本当にありがとうござ

いました。数ある団体そして

ロータリークラブの中から我

モーニングRCにご⼊会頂き

ました事に⼼より感謝申し上

げます。このご縁をお互いに⼤切にしていきたいものです。それ

では早速、研修会を始めてまいりましょう。

ロータリーの冊⼦に良い⾔葉がありましたのでご紹介いたします。

誰もが初めから立派なロータリアンではない

新会員はあなたに「ロータリーを学び」

　
そしてあなたは「ロータリーで学ぶ」

では、我々のロータリーとは、どの様な団体でしょう。お渡しした

資料に書いてあるのを読みます。

ロータリーは⼈道的な奉仕を⾏い、あらゆる職業に於いて⾼

度の道徳的基盤を守ることを奨励し、かつ世界における親善と

平和の確⽴に寄与することを⽬指した事業および専⾨職務に携

わる指導者が世界的に結び合った団体です。⼀⾔で⾔えばﾛｰﾀ

ﾘｰは利他の⼼を養い、⼈を育てるとともに、献⾝的な奉仕活動を

⾏う世界的な団体です。利他⼼：他⼈の利益を重んじ、他⼈が利

益を得られるようにと振舞おうとする⼼。そしてロータリーの基本

は毎回唱和している四つのテストです。何か事に当る時にはこれ

を思い出し⼼に問いかけてみて下さい。真実かどうか  皆に公

平か 好意と友情を深めるか 皆のためになるかどうか。ここで

先輩会員さんにご協⼒頂きます。チャーターメンバーの桑原さん

にとってロータリーとは？モーニングに限定されてもいいです。もう

御⼀⽅１０年選⼿の⾼⾒さん。

ロータリーの奉仕理念とは

ロータリーの奉仕理念とは他への思いやりの⼼、助け合いの

⼼、他⼈のお役に⽴つ⾏いをしようとする⼼です。寛容・慈愛・忍

耐（創始者 ポールハリスの信条です）この⾔葉にポールハリス

の⼈間性が表れている様に私は思います。

この世界的な団体、ロータリーはどの様にして誕⽣したので

しょう。後でロータリーのDVDを⾒て頂きますが、ロータリーはど

の様にして誕⽣したのか。

１９０５年シカゴで弁護⼠のポールハリスが友⼈３⼈と集会を

各⾃の事務所持ち回りで順番に開くシカゴﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが誕⽣し

ました。

4⼈からスタートしたﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは今や世界で２００以上の国と

地域に広がり、１２３万３９９⼈のロータリアンそして３５，７８４のク

ラブこれは（２０１７年１１⽉３０⽇RI公式発表）

⽇本では同じく２０１７年１２⽉末現在８万９千２３４⼈、２，２６３ク

ラブがあります。我々の２５００地区は３⽉現在２，３０４⼈６７クラブ 

このロータリークラブの情報は皆さん毎⽉購読されているﾛｰﾀ

ﾘｰの友に掲載されています。

ロータリー会員には三つの義務がありまして1．会費を⽀払う

2．ﾛｰﾀﾘｰ誌の購読3．出席です。義務の⼀つですね。

「ロータリーの友」からは世界と⽇本のロータリーの情報を得ら

れます。

そして誕⽣から１１０年以上にわたりロータリーはどの様な取り
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第２回会員研修会 新⼊会員オリエンテーション

⼩柳 裕⼦ 会員研修委員⻑

新入会員（左より伊藤、橋本、朝倉、渡邊の各氏）
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組みをしているのでしょう。                                                

平和の推進  異⽂化理解を培い、平和な世界を築くことを⽬指

しています

争い防⽌に関する研修・難⺠⽀援など活動は多肢にわたります

地域経済の支援  経済と地域社会の発展を促し収⼊をもたら

す仕事に就く機会をつくりだす奉仕プロジェクトなどを⾏っている                         

母子の健康  ⺟⼦が強く健康に暮らせるように医療の質の向

上・衛⽣・教育⽀援・経済的機会の創出に⼒を⼊れています。                                                                 

この⺟⼦の健康の取り組みですがうちのクラブでは２００６〜０７年

度と２００８〜０９年度にWCS事業（⼈道主義に基づいた国際奉仕

の実践活動）でインドネシア・スラバヤRCと「⺟⼦保護」に関するプ

ロジェクト⽀援をしました。この活動はどの様な活動だったのか⽵

村さん少しお話しお願い出来ますか。

水と衛生  きれいで安全な⽔・トイレや⼿洗い場などの衛⽣施

設を⼈々がずっと利⽤出来る様にすることなど⽔に関する奉仕活

動は今⽉の第⼀週⽬に福居委員⻑さんから詳しくお話し頂きした

様に⾊ と々活動しております。特にタイの⽔浄化事業に取り組んで

いてGG（グローバル補助⾦）プロジェクトロータリー財団のグロー

バル補助⾦を使った奉仕活動で２０１４年度と昨年度２０１６年⽔の

浄化装置設置でタイのRCと共に奉仕活動を致しました。先⽉⽵澤

委員⻑から詳しい活動報告をして頂きました。

疾病との闘い この疾病との闘いですが１９７９年ロータリー会員

がフィリピンで６００万⼈の⼦どもに予防接種を⾏って以来３０年以

上にわり、ロータリーは世界からポリオを撲滅する活動に取り組ん

できました。２５億⼈の⼦供たちにポリオ（⼩児まひ予防接種）を提

供してきています。

１９８８年以来、発症数は９９．９％減少。野⽣型ポリオウイルスの

常在国はわずか３か国ナイジエリア・アフガニスタン・パキスタンに

なりました。後少しです。ポリオの他にマラリアやHIVなどにも取り

組んでおります。

あとうちのｸﾗﾌﾞの奉仕活動の取り組みでは飢餓、病気、ストリート

チルドレンの為の落穂募⾦活動（古切⼿、書き損じ葉書など）は毎

年しております。ご協⼒宜しくお願いします。

ロータリーをもっと知る⽅法にはどうしたら良いのか。

⾊々な⽂献がありますのでそれを勉強することも⼤事ですが、ま

ずロータリーに慣れることが第⼀です。それには例会に出席するこ

とです。そして毎⽉購読している「ロータリーの友」を読むことが⼤

切です。世界・⽇本のロータリーの仲間の活動を知ることができま

す。そこから多くを学ぶことが出来る筈です。

あとマイロータリーに登録してください。登録されましたか？前年

度、広報委員⻑の今井会員がアドバイスして下さると思いますので

是⾮早めにご登録ください。

新会員がｸﾗﾌﾞになじむ１５の方法

１）「ﾛｰﾀﾘｰ財団参照ガイドと「奉仕と友情の輪を広げよう」を読む

２）毎週、まだよく知り合っていない会員２⼈に話しかける。次回か

らくじで席を決める様なのでクリア出来ますね。

３）メンターと定期的に会う

相談に乗ったり助⾔をしたりする⼈。全員がメンターですの

でなんでも聞いてください

４）新会員のための研修会や勉強会に出席する 今⽇クリア

５）クラブ理事会にオブザーバーとして出席する  ⽉初めに例

会後に理事会をしている 残って参加してください

６）地区⾏事に出席する（地区⼤会など）

地区⼤会が来⽉帯広であります2500地区

IM（インターシテーミーティング）が第三分区。今⽉の３１⽇に

旭川であります是⾮参加しましょう。国際⼤会もあります。カナ

ダのトロントです

７）My ROTARYのアカウントをつくる

８）奉仕プロジェクトに参加する

毎年春と秋に旭川市のゴミのポイ捨て禁⽌運動に公共イメー

ジと認知度の向上のためモーニングのピンクのジャンバーを着

て参加

公園のベンチとか遊具のボランティア塗装 タイの⽔事業

９）委員会に参加する

１０）例会で卓話をする  イニシエーションスピーチはされました

ね

１１）ラーニングセンターのオンラインコースを利⽤する          

１２）クラブのウエブサイトや資料を読む  MRCのホームページ

も

１３）友⼈を例会に招く  ロータリーに興味のあるお友達を是⾮

例会にお連れ下さい

１４）ロータリーのウエブサイトを⾒る

１５）ロータリーを楽しむ 楽しむ、⼤事ですね。楽しくなければ続

きません

ここで先程お話しましたDVDをご覧頂きます

ロータリーの設⽴、誕⽣の物語と歴史です。

皆さんがﾛｰﾀﾘｰ活動を楽しみ・ご⾃分の世界を広げ・多くを学ば

れることを願って終わりにいたします。先輩会員さんの寛容と慈愛

と忍耐に感謝申し上げます。本⽇はお疲れのところ貴重なお時間

を頂きありがとうございました。

♦   ♦   ♦

私のロータリー

桑原 義彦

    

クラブでの活動は、ロータリー

を通じて⾃分の⽣き⽅に⾃信と

誇りを持たせてくれる。ロータ

リーがロータリアンに何かを与

えてくれるのではなく、⾃分⾃⾝

がロータリーから何を学ぶかで

ある。

ロータリーは、まず、例会に出

席する事から始まる。（出席なく

して奉仕なし）

例会に出席する事で、クラブのロータリアンの顔が⾒えてくる。顔

が⾒えてくると、声をかけるし話しも出来る。⾃然とその⼈の職業を

考え、話しをする。⾃分の職業についても話しをする。これが職業

奉仕の⼀歩である。ロータリーは職業奉仕に始まり、可能であれば

職業奉仕で終わることが、私にとって何よりもロータリアンになった

誇りだと思っている。ささやかでも、これこそが特別な奉仕につなが

るという思いが⼀番⼤事である。

ロータリーをあまり難しく考えず、ロータリーを通じて⾃分の考え

⽅や⽣き⽅を⾒つめつつ、そして⾃分の職業を通じて社会に奉仕

活動をする事で、ロータリーの活動の意義が⾒えてくるはずである。

私は、旭川モーニングロータリークラブのクラブソングが⼤好きで

ある。「昇る朝⽇が教えてくれる」で始まり、「さわやかな朝に集う」で
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終わる。この歌詞が⼀⽇の始まりに活⼒を与えてくれる。今⽇も⼀

⽇頑張るぞ！と、⼒になる。

他の⽅から⾒れば些細な事かと思われるかもしれないが、私は、

このロータリーの例会が好きだ。「四つのテスト」を唱和する事、例

会の終わりの鐘をたたき「今⽇も頑張ってください」という会⻑の⾔

葉に感動している。

 四つのテスト　　　　　　　　　　　　　　　　ロータリーの奉仕

　　　1　真実かどうか　　　　　　　　         1　人間的奉仕

　　　2　みんなに公平か　　　　              2　社会的奉仕

　　　3　好意と友情を深めるか              3　国際的奉仕

　　　4　みんなのためになるかどうか

♦　 　　♦ 　　　♦

「⺟性保護プロジェクト」

について、報告する

⽵村 陽⼦ 会員
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出席報告 ⼩林 睦明 副会場監督

本⽇の出席 第1164回例会 総員27名

3⽉15⽇ 出席20名

出席率 74.07％

修正出席 第1162回例会 総員27名

2⽉22⽇ 出席24名

出席率 88.89％

修正出席 第1163回例会 総員27名

3⽉1⽇ 出席22名

出席率 81.48％

ビジター ございません。

ゲスト ございません。

メークアップ 3⽉ 9⽇ 宮永 憲⼀・武⽥ 昭宏(旭川RC)

3⽉12⽇ ⼩林 睦明・飯塚 達夫(旭川南RC)

3⽉13⽇ 井上 雄樹(旭川⻄RC)

ニコニコボックス 3⽉15⽇

年度累計⾦額 240,000 円

本⽇はありません。

福居安井、林

河﨑、⾶弾野⾼⾒

桑原、⽵村

四つのテスト唱和 朝倉（右端）

 出席報告 渡邊

モーニングロータリー

御⽤達の焼き印が

押されたまんじゅう(福居会員提供)
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