
 

 

  
国際ロータリー第2500地区第3分区 

Asahikawa   Morning   Rotary   Club 

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/ 第1186 回 例会 № 08 

８⽉の⽉間 テーマ 会員増強及び拡⼤⽉間 平成30年8⽉30⽇（⽊） PM6：00 

本⽇の例会プログラム ３クラブ合同例会 場所 アートホテル旭川  
 

 
        開会宣⾔  旭川東RC安井敏春SAA    ( 旭川東RC 第２２２７回    旭川東北RC 第１８２８回）           

      

 
 
本⽇のロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

 

      会⻑挨拶      旭川東RC ⼭﨑 知⽂会⻑  

 

旭川東北ロータリークラブ、旭川モーニングロータリークラブの皆様ようこ
そおいで下さいました。 
 暑かったのも束の間で、明⽇までは８⽉ですが早くも涼しい⽇が続いてい
ます。皆様は余り興味がないかと思いますが、アイスホッケーのアジアリー
グは明後⽇9⽉１⽇に開幕します。もうそんな時季かとビックリいたしま
す。 
 さて今晩は３クラブ合同の例会です。私は⼊会して15年⽬になりますが、
⼊会した2004年にはございませんでした。それ以前には、時折２ラブでの合
同例会が⾏われていたようですが定かではありません。翌年(2005 年)に、私 
は着ませんでしたが浴⾐例会と称した合同の夜間例会が開催されました。⼥
性陣の艶やかな浴⾐姿や、余興ではナナカマド紅丸さんの落語があったりし
た事が強く印象に残っています。その他の記憶はすっぽり抜けていたのです
が、先⽇クラブ会報で確認しましたら、その会はなんと旭川空港ロータリー
クラブも加わった４クラブ合同の会でした。旭川空港ロータリークラブが参
加した経緯については残念ながら知りませんでした。その後2006年度に旭川
東北ＲＣさん、旭川モーニングＲＣさんと別々に合同例会を持ち、2008年度
から３クラブ合同に、そして2014年度から各クラブ持ち回りで年３回という
現在のスタイルになっています。先輩達が築かれたこの合同例会を通じ今後
もクラブ間の相互理解と親睦を深めていきたいと存じます。各クラブの幹事
さんや親睦活動委員会の皆様には御苦労をおかけしますが、今後ともどうか
よろしくお願いいたします。 

      会務報告  駒形 貞洋幹事 

 

市内ロータリークラブより、9⽉中例会変更通知収受。 
９⽉ ４⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 移 動 例 会 アートホテル 
９⽉ ５⽇（⽔）旭川北 ＲＣ 早 朝 例 会 OMO7 

朝⇒９⽉ ６⽇（⽊）旭川Ｍ ＲＣ 職 場 訪 問 アートホテル 
９⽉１３⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル 
９⽉１３⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 早 朝 例 会 トーヨーホテル 
９⽉１８⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 例会⽇変更 東神楽町商⼯会１Ｆ 
９⽉２０⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 例会⽇変更 トーヨーホテル 
９⽉２５⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル 

朝⇒９⽉２７⽇（⽊）旭川Ｍ ＲＣ 例会⽇変更 アートホテル 
９⽉２７⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 休     会 アートホテル 
９⽉２７⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 例会⽇変更 トーヨーホテル 
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      会⻑挨拶  旭川東北RC 川上 義尚会⻑  

 

 皆様こんばんは。今年度、旭川東北ロータリークラブ第40代会⻑を務めさせ て頂きま
す川上と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
今夜はまず親クラブである東ロータリークラブ、そして兄弟クラブであるモ ーニング
ロータリークラブの皆様に、親⼦、兄弟ということで⽇頃から何かと ご指導並びに友情
を賜り、ここに厚く御礼を申し上げます 。 
 私はロータリーに⼊会して6年が経過しました。平成27年度幹事を経験させて頂きまし
たが、会⻑はもちろん初めての経験です。今年度7⽉より、会⻑ をさせて頂いており緊張
の毎⽇ですが、平成27年度私と同じく当時幹事であ った東クラブの⼭崎さんや、いつも
この合同例会等で親しくさせて頂いていた モーニングクラブの嵯城さんがそれぞれ東ク
ラブ、モーニングクラブの今年度 会⻑になっておられますので、緊張の中で少しほっと
している部分もあります。 

      ⼊会のきっかけは、私が以前勤めておりました⼋重樫法律事務所の所⻑であ ります東クラブの⼋重樫先⽣の紹介です。 
 ⼋重樫事務所には、昨年度のモーニ ングクラブの幹事で、今年度の弁護⼠会の会⻑である井上先⽣が兄弁護⼠としてい 
   ました。   「⼊会してまだ6年ということで経験が乏しいことから、幹事には会⻑経験1回幹事経験2回と経験豊富な鈴⽊ 
   会員にお願いしました。鈴⽊幹事や会員に助 けてもらいながらなんとか2ヶ⽉やってきました。鈴⽊幹事共々 旭川東ロ 
 ータリークラブ、旭川モーニングロータリークラブの 両クラブの全ての会員の皆さんにこの1年⼤変御世話になると思い 
 ます。⼼よ りよろしくお願い致します。 

    さて、我クラブでは先週ガバナー公式訪問が無事終了しました。細川ガバナ ーには会員の数が少ないことは強みでも 
        あるという励ましの⾔葉を頂きました。細川ガバナーは連⽇のガバナー公式訪問でお疲れにもかかわらず、2次会にまで 
   参加いただきました。我がクラブの歴史の中で、2次会にまで参加されたガバナーは今までほとんど居ないようでして、 
        ⾮常に光栄なことだと思いました。 
         来年度、私たちのクラブは、40周年式典⾏事などが予定されています。会員数の少ない私たちにとっては来年度以降、 
        困難な仕事が待っておりますが、 少⼈数ならではのチームワークのよさで乗り越えていこうと思っております。 
         来⽉末には地区⼤会があります。⾏きのバスのみならず帰りのバスでもえんえんと飲み続ける東北に⼀緒にバスに乗 
        っている東クラブさんも辟易とし ているのではないかと思われます。今年も迷惑をかけることになるかと思いますが 
        ご容赦願います。楽しい地区⼤会になればと思っております。 
         次回の3クラブ合同例会は10⽉25⽇⽊曜⽇で 私たち東北ロータリークラ ブがホストクラブです。楽しい会となるよう 
        に努⼒致しますので是⾮参加して いただけるようお願い申し上げます。 
         最後に今⽇のこの会をご準備して頂きました東ロータリークラブの皆様に感謝を申し上げまして、私の挨拶と致します。 
        本⽇はありがとうございました。 
 
            会⻑挨拶  旭川モーニングRC 嵯城 俊明会⻑    

 

まずもって６⽉に⾏われました、我がクラブの創⽴２５周年にたくさんのメンバーに登
録ならびに参加いただきました。誠にありがとうございました。四半世紀の締めとなる
２５回⽬の誕⽣⽇を皆様とお祝いできたことに⼼より感謝を申し上げます。そしてそれ
を踏まえまして、今年度は題しまして・・・ 
 

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 
 
「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。 

    皆様⽅におかれましても是⾮ご理解の上、ご⽀援を賜りますよう、宜しくお願い致します。   
 

                                                            MRC受付😄 
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８⽉の誕⽣祝い  前⽥⾼志会員 千野博雅会員 鈴⽊哲会員 
           福居恵美⼦会員 

 8⽉の結婚祝い  前⽥⾼志会員 佐藤嗣博会員   W祝い  
 

 

      ニコニコBOX **  MRC  ** 
飯塚 達夫    皆さん、本⽇も楽しく参加させていただきます。 
⽯川 千賀男   ３クラブ合計５２４１回。 合同例会おめでとうございます。 
⽊村 和哉幹事  ３クラブ合同例会、楽しみにしておりました。本⽇はよろしくお願い致します。 
⼩林 睦明    ３クラブ合同例会、楽しみにしております。旭川東、東北RCの皆様 
         本⽇はよろしくお願い致します。 
⼩柳 ひろこ   東クラブさん 東北クラブさん 今⽇は宜しくお願い致します。 
笹川 和廣    ３クラブ合同例会を祝して！ 
嵯城 俊明会⻑  お⽗さんクラブの皆様⽅ お兄さんクラブの皆様⽅ 今⽇はよろしくおねがいします。 
⽵澤 元男    本⽇は親クラブ兄クラブ様との合同例会 宜しくお願い致します。 
⽵村 陽⼀    旭川東ロータリークラブ皆様、旭川東北ロータリークラブの皆様、本⽇はどうぞよろしく
         お願いいたします。 
⽵村 陽⼦    合同例会を祝して。楽しみにして参りました。 
 
          平成３０年８⽉３０⽇  １０件  ２２０００円  年度累計  １３１０００円 
 

                 東RC⿊川会員           東北RC千野会員             MRC橋本会員 

   

 
         ＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 
       
＊ 本⽇の出席     第 1186 回 例会 総   員 28 名 
  8⽉ 30⽇ 出  席 19 名 
    出 席 率 67.86 ％ 

＊ 修正出席 

8⽉16⽇は休会
のため、修正出
席はございませ
ん。 

     

＊ メークアップ 8/24 ⾼⾒⼀典（ 旭川ＲＣ ）8/27 宮永憲⼀（ 旭川南ＲＣ ）8/29 安井裕⼦（ 旭川北ＲＣ ） 
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懇親会 乾杯 
 
元第３分区ガバナー補佐 太⽥ 英司会員 
 
   
        懇親会司会進⾏ 旭川東RC ⾦⼦浩康親睦活動委員⻑    

    

 

      ⼩柳さん  能任⽒  岡本⽒   荒川⽒  ⾼嶋⽒    鈴⽊⽒  會⽥⽒    太⽥⽒   ⻘⽊⽒   
   

    ⿊滝さん ⽵村⽒ ⼩林⽒ 前⽥⽒   安井さん 茶⽊⽒   嵯城⽒ 川上⽒  ⼭﨑⽒ 鈴⽊⽒  ⽊村⽒ 
       釋⽒    守⽥⽒   渡辺⽒    
 

  

     駒形⽒     神村⽒    岩⽥⾕⽒   ⽯川⽒  笹川⽒  飯塚⽒   ⽮⽥⽒ 佐藤⽒   安井⽒   
    
 

 

     坂本⽒   後藤⽒    ⽵村さん  ⽥中⽒  宇⾼⽒ ⾶弾野⽒  ⿊川⽒  千野⽒    藤原⽒  
                                   ⽵澤⽒ 
 

 

 

    bingo  で 楽しみました！！ 

          ⿊川⽒ 前野さん    ⾦⼦⽒  林  
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                  ｢⼿に⼿つないで」   ソングリーダー 旭川東RC ⻘⽊順成会員    

        

 

 

  

  
                                                                結びの⾔葉   旭川東北RC 川上 義尚会⻑ 
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                   ３クラブ合同例会 懇親会後 ２次会もありました。 
                                 皆さん お疲れ様でした！ 
 
                  

 

      

 
********************************************************* 

       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
編集後記 
 
近頃、新聞でのMRCメンバーをちょくちょく⽬にします！ 
 
今回は 井上雄樹会員です。 
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