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第1170例会 №37

平成30年4⽉26⽇（⽊） AM7:30〜

場所 アートホテル旭川 2Fローアン

ホームページ http://www.asahikawamrc.com/ 

４⽉の⽉間テーマ ⺟⼦と健康⽉間

本⽇の例会プログラム クラブ協議会（嵯城会⻑エレクト）

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

改めまして、おはよう

ございます。

４⽉１３〜１６⽇  京

都の旅は思い出深

いものとなりました。

皆さんお疲れ様でし

た。１４⽇の京都ＭＲ

Ｃの式典は洗練され

ていて、その上、⼤変おごそかで⼼に残る式典でした。

翌⽇のエスカーションですが、京都御所、冷泉家の歴

史を振り返り、萬⻲楼の鯉捌きを⾒て、京都のお膳に

⾆⿎を打ち、京都ＭＲＣの会員の久保宅におじゃま致

しまして、⼀億年前の鍾乳⽯を拝⾒し、記念と⾔えるシ

スタークラブ京都ＭＲＣの周年⾏事でした。皆さん、道

中お世話になりました。

４⽉１９⽇、移動例会、北海道養護学校⾒学でしたが、

建物が⼀部修復⼯事が⾏われていて駐⾞場、⼊り⼝

が分り⾟く、案内が不⼗分ですみませんでした。

⼦供達の⾝の回りの細かな気付きを⾒落とすことなく、

⽬的を持って養護している先⽣の姿に感動しましたし、

⼦供達、⼀⼈⼀⼈の笑顔に癒されました。明るいこれ

からを⾒つめて進んで欲しいと感じました。

昨⽇、４⽉２５⽇、⽯川実⾏委員⻑、⼩川実⾏副委員⻑

と札幌ＭＲＣの例会にゲストとして出席して参りました。

札幌ＭＲＣ３０周年、当クラブ２５周年の打ち合わせを

兼ねての出席です。在籍数３６名で今⽉１名会員増強

できているようです。全体を⾒回すと半数が⼊会が若

いメンバーのようでした。例会は和やかでスピーチゲス

ト、他、ゲストが来ていまして、活気がありました。

後、吉⽥実⾏委員⻑、宮部会⻑と周年⾏事の打ち合

わせを致しました。その中で、神⼾ＭＲＣの姉妹クラブ

締結のお話がありました。当クラブと致しまして、意⾒

をまとめたく理事会にて取り上げます。

会務報告

井上 雄樹 幹事

１．国際ロータリー第２６５０

地区 京都モーニングロータ

リークラブより、『創⽴

２０周年記念式典・祝宴に関

するお礼状』 収受。

２．国際ロータリー第２５００

地区 第３分区 ⾕川ガバ

ナー補佐より、『第３分区ＩＭ

終了の報告とお礼状』 収受。

３．国際ソロプチミストルンベル旭川より、『創⽴１０周年

記念式典終了のお礼状』収受。

４．市内ロータリークラブ（旭川・⻄・北・東・南・東北）よ

り、３⽉分クラブ会報 収受。

♦  ♦  ♦

クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで57⽇          クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで57⽇          ☎0166-25-1551クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで57⽇          ☎0166-25-1551
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出席報告 ⼤久保 昌宣 例会運営委員⻑

本⽇の出席 第1170回例会 総員28名

4⽉26⽇ 出席22名

出席率 78.57％

修正出席 第1168回例会 総員28名

4⽉12⽇ 修正出席26名

修正出席率 92.86％

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 4⽉21⽇ 河﨑⾼麗男・嵯城俊明・⽊村和哉

（PETS）

4⽉22⽇ 別紙、地区研修・協議会に参加の

⽅達

4⽉25⽇ 安井裕⼦・⽯川千賀男・⼩川伸治

（札幌MRC）

4⽉26⽇ ⼩林睦明（旭川東RC）

坂本 信⼀ 親睦委員⻑

ニコニコボックス 4⽉26⽇ 1件9,582 円

年度累計⾦額 269,582 円

１ 地区協残⾦ 先⽇は地区協おつかれ様でした。 残り

のお⾦をニコニコいたします。
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「楽しくなければロータリーじゃない」と思います。しかしながら「楽しいだけ

でもロータリーじゃない」。このふたつの要素があってこそロータリーだと思い

ます。そしてこれらを徹底的に追及することが新モーニングロータリーへの進

化であり、会員相互の絆を深めることになると信じています。そしてその先に

は地域社会との絆があるのではないでしょうか。

ではそのためには何をすべきか・・・新たなる四半世紀に向けた第⼀歩とな

る今年度は今⼀度⽴ち⽌まり、会員中⼼の会員が輝く例会を開催し、そこか

ら⽣まれる相互理解と強固な絆の熟成を基本⽅針として⼀年間を全うしよう

と考えています。とどのつまり、とことん会員中⼼にこだわります。

また、地域に何かをやろうという気持ちを起こさせる⼒である英知と勇気と

情熱、すなわちインスピレーションを⽰すことで地域に前向きな変化を促し、

世界を変える⾏動⼈であるロータリアンの礎を築いていきます。

�．「⼈が輝くから会が輝く」

ロータリーに限らず各々の「会」を発展させる物、特徴

づける物の⼀番は何か？それは掲げる崇⾼なる理念

ではなく、ましてや会費の⾼さでもないと考えます。理

念とは会の⽅向性ですからとても⼤事だと思います

が⼀番ではないだろうと。また会費も我々の活動資⾦

になりますから⾼い⽅が良いかもしれませんがこれ

も⼀番ではないだろうと。それでは会を⼀番に発展さ

せ特徴づけるものとは何か？それは会に集う⼈では

ないでしょうか。外から⾒ていて会が輝いて⾒えるの

はメンバーが輝いているからです。だからロータリー

は⻑年に亘り魅⼒があるのです。よって我々、モーニ

ングロータリーのメンバーが輝く例会を運営します。

�会員の時間〜会員が活躍する例会。１５分以上２０

分以内でスピーチ、⼀芸、相談などなんでもＯＫ。全て

お任せで例会を作ってもらう。スピーチならロータリー

での体験談、ロータリー愛などロータリーへの理解を

深める話・家族・趣味・仕事・⽣きてきた歴史・持病⾃

慢・・・

�ゲストスピーチ〜創⽴２５周年記念事業に継続性

を持たせるための理解を深めてくれるゲストを迎える

�．「会員増強と会員研修」

これはどの会においても最重要課題であり、前述した

ように会は⼈ですから、会が存続・発展するためには、

そこに⼈がいてそして活動（研修）をしなければなりま

せん。ですから会員増強と会員研修はいわば⾞の両

輪と⾔えます。⾔い換えるならば質と量であり、これら

は２つそろって初めて会は発展していくのです。この

質と量。ややもすると⾔われるのが質を求めるならば

量は少ない⽅が良い、量を求めるのなら質は我慢し

ようなどと相反するものが如く⾔われますが決してそ

うではありません。質と量、２つそろって会は発展して

いくのです。

�公共イメージに重点を置き、ロータリーがどんな団

体で、どんな活動をしているのかを周知する

�全員が会員増強に取り組むために、５⼤委員⻑の

活動⽅針の最後に会員増強の取り組みを宣⾔しても

らう

�委員会スピーチ〜会員研修としてロータリーの理

解のためにわかりやすいスピーチの実施

�前後期に１回ずつの会員研修例会の開催

�．「出席義務を果たすのではなく、出席できる権利

を⾏使しよう」

出席することにより仲間ができると、段々と積極的に

なります。ロータリー活動に⾏くというよりも仲間に会

いに⾏く感じになるのかもしれません。そして何よりも

「全員が集うこと」「全ての例会に出席すること」。この

ことに⼤きな意義があると考えます。単純に多くの仲

間に多くの時間会える。それだけでも絆は深まるので

はないでしょうか。

�１００％例会の⽇〜前期：愛ファミリーパーティー

         後期：ＩＭ（愛笑む）

�モーニングロータリーの存在意義である朝の通常

例会にこだわる

クラブ協議会 次年度に向けて 会⻑エレクト 嵯城 俊明

「新たなる四半世紀に向けて、新モーニングロータリーへの第⼀歩」
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以上ゲストスピーチ終了

安井、井上

林

坂本

⼤久保

桑原

嵯城、坂本、伊藤、朝倉、武⽥、橋本、中岡

⼩川

⽊村

⽵村（陽⼀）、林

嵯城会⻑エレクト、⽊村次期幹事
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以上ゲストスピーチ終了

⾶弾野、⼩川、⽵村（陽⼀）

⽊村 伊藤

⽵村（陽⼦）、安井

⽵澤、飯塚 

橋本、⽯川、河﨑

⼤久保、坂本、朝倉

井上

武⽥、笹川

朝倉、林

四つのテスト 井上
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5⽉２⽇、旭川市⼦育て⽀援部を訪ね、旭川モーニン

グロータリークラブ設⽴25周年記念事業のひとつであ

る、⼩児⽤視⼒機能検査機器「スポットヴィジョンスク

リーナー」の贈呈式に出席して参りました。クラブからは

安井会⻑以下、⼩川、⽵村（陽⼦）、⾶弾野、⽊村、飯塚

が出席しました。市役所からは、⼦育て⽀援部⻑の品⽥

様をはじめ、⽵内次⻑、松浦課⻑ほか⼗数名の職員の

皆様が出席されました。

贈呈式では、スポットヴィジョンスクリーナーを安⽥会

⻑から品⽥部⻑へ⼿渡し、品⽥部⻑から次のような謝

辞を頂戴しました。「以前から3歳児検診という早い段階

での検査の必要性を痛感し、公費による導⼊の検討を

重ねてきましたが、なにぶん⾼額な機器のため苦慮して

おりました。今回こうして旭川モーニングロータリークラ

ブさんからの寄贈をお受けすることができ、⼀同⼤変喜

んでおります。他都市の導⼊事例も少なく、道内では初

のことだと思います。今後、機器を活⽤する中で、検査精

度を向上させ、幼児の健やかな成⻑発達にきめ細かく

対応して参りたいと思います。」

その後、検査のデモンストレーションとして、モデルの

幼児が登場し、実際の検査測定シーンをご披露いただ

きました。装置正⾯の光模様をわずか２〜３秒間⾒つめ

るだけで測定が完了し、異常値があると、プリンターに⾚

字で印字されるとのことです。幼児の興味を引くように光

模様は変化し、⼩⿃のさえずりが聞こえてきます。幼児

の好奇⼼をうまく活かしており、これならあまり負担にな

らずに済むと思いました。

なお、6⽉13⽇(⽔)には３・６検診の予定があり、

13:00〜13:30の時間帯に安井会⻑ほか数名が再訪し

てクラブ名⼊りの粗品を配布することになっています。

（記録：広報委員会）

スポットヴィジョンスクリーナー贈呈式に出席してきました！

5⽉2⽇(⽔)11:00 於旭川市役所第2庁舎3階問診指導室

安井会⻑、品⽥部⻑

すべて正常範囲と聞いて安⼼する安井会⻑   

⽊村、⾶弾野、⽵村（陽⼦）安井会⻑、品⽥部⻑

測定デモンストレーション中の幼児と検査員

   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ●

スポットヴィジョンスクリーナー
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4⽉22⽇(⽇)、帯広市で開催された、地区研修・協議

会に参加して参りました。アートホテルを朝6時ちょうどに

出発し、貸し切りバスで談笑しながら3時間余りで帯広

会場へ到着です。第2500地区から⼤勢のメンバーが集

まっていました。旭川MRCからは19名の出席でした。前

⽇には会⻑エレクト研修セミナー（PETS）が開

催され、安井会⻑、井上

幹事、河﨑委員⻑が

現地⼊りしていました。

会議の詳細は資料「地区活動計画書」

に記載されていますが、国際ロータリーの新会⻑バ

リー・ラシン⽒の掲げるテーマ「インスピレーションになろ

う」に呼応する細川ガバナーの活動⽅針など、次年度の

⽅針が⽰されました。

基調講演は「現場⼒と理念による勝てる組織の作り

⽅」〜地⽅からの反響、全国制覇へ〜と題して、元キリ

ンビール株式会社 代表取締役副社⻑ ⽥村 潤 ⽒の

興味深い経験談が語られました。アサヒに奪われたトッ

プシェアを奪還した物語です。

いわく、「経営理念と個⼈の価値観が⼀致したときの

爆発的なパワーによって、劇的に業績が上昇する」「決

めたことはやりきる」「仕事が⾃分のことになった」「会社

と⾃分が完全に⼀つになった」「⼈⽣が変わった」「不振

の⾼知⽀店がとうとうシェア70％にまで変貌した」。体験

者にしか出せない迫⼒がありました。

午後からは第1〜６分科会へと分かれ、14:30頃には

帰途につきました。例によって⾞内は懇親会の本会議場

です。最近話題のセクハラ対策など、有意義な情

報交換をしながら愉快に過ごすうち、⼣⽅

6時過ぎ

に は 、

アートホ

テルに戻りました。みな様お疲れ

様でした。（記録：広報委員会）

2018-2019年度 地区研修・協議会 報告

4⽉22⽇(⽇)9:30 於帯広市⺠⽂化ホール

会場前にて記念写真

   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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