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第1174例会 №41

平成30年5⽉31⽇（⽊） AM6:30〜

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/ 

6⽉の⽉間テーマ ロータリー親睦活動⽉間

本⽇の例会プログラム ゲストスピーチ

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

おはようございます。  

先週、観桜例会にて

出席された皆さん、

お疲れ様でした。

親睦委員の皆さん、

お世話になりました。

坂本委員⻑の盛り

上げのセンスは、天

性のものですね？楽

しかったです。有難う御座いました。

そして、２５周年⾏事の各委員の皆さん、準備の為の打

ち合わせ等々、お疲れ様です。これから佳境に⼊りま

すが引き続き、宜しくお願い致します。

今年度も残すところあと１ヶ⽉となりました。今⼀度振り

返り、⾃分なりにおさらいをしています。ロータリアンと

して、我がクラブの会⻑として、奉仕活動を通して、会

員全員に対して、委員会活動の在り⽅について、客観

的な⾏動で表す事が出来たか否か？単に超我の奉仕

としての⼼構えだけで終わってはいないのか？みんな

の為になっているのか？⾃⾝の反省があります。⼤切な

のはクラブが元気である事、会員⼀⼈⼀⼈が⽣き⽣き

している事と思います。

他クラブにメイクアップで例会出席した際に、我がクラ

ブの良さが認識出来たり、⼜は取り⼊れると良いなと

感じる事があったりで、残り１ヶ⽉を残しての今、気付か

されるわけです。

今年度、⽵村会員増強委員⻑が⾃ら４名の増強を果

たして下さいました。他クラブが増強に悩む状況の中

で・・・  誠に有り難く、しかも４名の新⼊会員も素晴ら

しい⾯々です。私達先輩は新⼊会員はどのように映っ

ているのか？⼤変興味深くもあります。

誰もが、未来を語れるクラブの姿を想い描くわけです。

２５周年を迎える今を更に発展できる瞬間と捉え、全員

で⼒を合わせ、周年⾏事を思いで深いものとし、新た

な２６年⽬の嵯城年度に引継ぎたいと思います。

会務報告

井上 雄樹  幹事

１．国際ロータリー⽇本事

 務局経理室より、ロー

 タリーレート変更通知

 収受。    

＊ ６⽉ １⽇より 

１ドル＝１１０円 （５⽉ １ド

ル＝１０８円）

２．釧路北ロータリークラ

 ブよ り、『創⽴６０周

 年記念祝典・祝賀会の

 ご案内状』収受。

 【⽇ 時】平成３０年８⽉２５⽇（⼟）           

   式 典 午後４時００分

   祝賀会 午後５時３０分

 【会 場】釧路プリンスホテル（釧路市幸町７−１）

 【登録料】会員 １０,０００円

＊ 登録希望の⽅は、６⽉２０⽇までに事務局へ

お知らせ下さい。

３．旭川北ロータリークラブより、『創⽴５０周年記念祝

 典終了のお礼状』収受。

４．市内ロータリークラブより、４⽉分クラブ会報 収受。

５．市内ロータリークラブより、６⽉中例会変更通知 収

 受。
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6月5日 （火） 旭川空港ＲＣ 移動例会 東神楽町商工会１Ｆ

6月7日 （木） 旭川東北ＲＣ 休会 トーヨーホテル

6月13日 （水） 旭川北RC 夜間例会 OMＯ7

6月14日 （木） 旭川東RC 夜間例会 アートホテル

6月14日 （木） 旭川東北ＲＣ 夜間例会 トーヨーホテル

6月15日 （金） 旭川ＲＣ 休会 OMＯ7

6月18日 （月） 旭川南ＲＣ 早朝例会 アートホテル

6月19日 （火） 旭川西ＲＣ 夜間例会 OMＯ7

6月20日 （水） 旭川北ＲＣ 例会日変更 OMＯ7

6月22日 （金） 旭川ＲＣ 夜間例会 OMＯ7

6月25日 （月） 旭川南ＲＣ 夜間例会 アートホテル

6月26日 （火） 旭川空港ＲＣ 夜間例会 東神楽町商工会１Ｆ

6月28日 （木） 旭川東ＲＣ 夜間例会 アートホテル

6月28日 （木） 旭川東北ＲＣ 夜間例会 トーヨーホテル
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ゲストスピーチ

紋別港RC

パストガバナー

⼩野 哲 様

（広報註：スピーチは20分

間程度と、短い時間でし

たが、RCの精神を⼀気に

熱く語っていただきました。

以下に聞き取りしたメモ

をもとに、広報委員会にて

要約したものを掲載します。）

・まず、地区事務所固定化問題について、事態の進展

を強く願うものである。

・RCの⾦看板は職業奉仕だが、1908年に⼊会した、

アーサー・フレデリック・シェルドンが1910年ロータリー

初の⼤会（シカゴ）において、のちにデトロイトの交際⼤

会で承認された有名な標語「最もよく奉仕する者、最も

多く報いられる」の原型を創作した⼈物である。当時の

シカゴは⼤⽕以来、全⽶で最も活気にあふれ、また最

も⾵紀の乱れた街であった。

・経団連の中⻄宏明新会⻑は、マイナスイメージの伴う

ＡＩ技術の浸透に関して、もっと地域のために活⽤すべ

しと主張しているところだが、シェルドンは⾃分の地域

の⼈々に⼼を伝えることの重要性を⼒説している。

・同様にチェスリー・R・ペリーも1908年に⼊会し、職業

奉仕の重要性を説いた。

・1950年にRCの創始者ポール・Ｐ・ハリスの夫⼈は回

想録を著し、そのなかで⾃分たち夫婦がもっとも⼤切

にしてきたこと、それは我が家の暖炉の前で相互にい

ろいろな語らいをする時間をもつこと。そして⾃分の⾜

下をしっかり⾒つめながら、⾃宅の周辺に住む友⼈達

へと繋がる⼀本の道のことを思うことだったと述べてい

る。

・ロータリーの新⼈のなかに「諸先輩に教えていただい

て」という受け⾝の姿勢でいるひとがあるが、ここは⾃

ら学ぶところだと認識を新にされたほうがいい。そして、

先年逝去された渡辺和⼦さんの⾔葉「置かれたところ

で咲きなさい」の精神で奉仕することである。

ビジターご挨拶

富良野RC

荒⽊ 毅 様

2⽉以来の来訪になる。明

⽇、旧三番館が、「コン

シェルジュフラノ」としてグ

ランドオープンすることに

なっている。建替案など検

討したが、国の補助⾦活

⽤により地元費⽤負担を

軽減し、1階は観光案内所、コンビニ、農村レストラン、

2階は市役所・商⼯会議所、3階はパックパッカー、イン

バウンド対象の簡易宿泊施設で、ここは夫婦で同室に

泊まれるところがユースホステルと違う。近年の観光客

の増加により、富良野地区では極端な例ではひとり

5万円もの宿泊料⾦を設定するところもあり、バックパッ

カーなどが利⽤しやすい価格設定をしている。エリア

内の観光宿泊施設としては、現状4100ベッド規模とい

うところだが来年のラビスタ富良野の開業などにより、

5000ベッド規模になる模様だ。（以下HPより転載）

伊藤 吉洋 親睦委員

ニコニコボックス 5⽉31⽇ 2件4,000円

年度累計⾦額 287,582 円

１ 安井裕⼦ ⼩野パストガバナー、遠い紋別よりわざわ

ざありがとうございます。そして荒⽊さま、いつも

ありがとうございます。

２ 武⽥昭宏 北海道農業の発注⼯事、神居ダム放流警

報及びゲート計装電気⼯事、\230,000,000円で

落札いたしました。 

出席報告 ⽵村 陽⼀ 親睦委員 

本⽇の出席 第1174回例会 総員28名

5⽉31⽇ 出席22名

出席率 78.57％

修正出席 第1172回例会 総員28名

5⽉17⽇ 修正出席25名

修正出席率 89.29%

ビジター 紋別港RC ⼩野 哲 様

富良野RC 荒⽊ 毅 様 

ゲスト ございません。

メークアップ 5⽉29⽇ ⽵澤 元男（旭川空港RC）
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安井、井上 受付 ⽵村（陽⼀）、橋本、伊藤、中岡

⽵村（陽⼦）、⼩野パストガバナー

荒⽊ビジター、安井会場監督 林 四つのテスト 桑原

⽊村、橋本⽵村（陽⼀）、⽵澤

井上、⽯川嵯城、⼩川
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以上ゲストスピーチ終了

河﨑、笹川

林、武⽥

⾼⾒、⼩柳、桑原

同左ポケットチーフ紹介 ⽯川25周年事業伝達事項 ⼩川

⾶弾野、宮永

伊藤、⼩林

旭川モーニングロータリークラブ 

⽵澤、笹川

出席報告 ⽵村（陽⼀） ニコニコボックス 伊藤

25周年記念事業（⻩⾊のポケットチーフ：ディードレープ製）
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