
 

 

  
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1188 回 例会 № 10 

9⽉の⽉間 テーマ 基本教育と識字率向上⽉間 平成30年9⽉20⽇（⽊） AM7：30〜8：30 

本⽇の例会プログラム クラブフォーラム②地区役員出向について 場所 アートホテル旭川 ２Ｆローアン 
 

     会⻑挨拶  嵯城 俊明会⻑ 

 

８⽉の理事会で次年度、我がクラブから輩出するガバ
ナー補佐を河﨑さん、武⽥さん、⽯川さんで話し合いの
上、この３⼈の中から決定することの了解を得て、私が
司会進⾏で話し合いました。話し合いの結果、⽯川さん
にガバナー補佐をしていただこうとなり、⽯川さんが快
諾されました。その瞬間、４⼈で熱い握⼿を交わしまし
た。ご報告申し上げます。 
この話し合いで感じたことはそれぞれのクラブ愛がある
こと。そしてその中で出来ることをやっていこうと⾔う
個⼈の意思を尊重したクラブ愛です。また、その考えと
熱意に⽯川さんも共鳴をされて快諾をされた、そんなプ
ラスのエネルギーが溢れる素晴らしい会でした。数ある
ロータリークラブの中でもモーニングロータリークラブ
に⼊会したことをとても嬉しく思いました。 

 

⼊会年度の浅い会員の皆さんへ 
我がクラブからガバナー補佐を輩出します。その時は我がクラブを代表して就任していただくのですから
我々メンバーで⽀えていかなければなりません。ですからはっきり⾔って忙しくなります。でも、クラブを
辞めないでください。出来ることに関わりを持って、その経験から我がクラブを感じ取って理解をしてくだ
さい。そして⾃分なりのクラブ愛を醸成してください。どんなに忙しくてもみんなで⼿を携えながら、そし
てその⼿を放すことなく活動することを私はここに声⾼らかに誓います。 
 
今⽇は１７時３０分からオリエンテーションもあります。みんなでしっかり、たっぷりとロータリーしま
しょう 
                *************************************       
 

 
 
 
本⽇のﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「⽇も⾵も星も」 
  
4つのテスト唱和  桑原 義彦会員 
 
会場監督     ⼩林 睦明SAA 

 

 

 

旭川モーニングロータリークラブ ９⽉２０⽇ 
第１１８８回例会 会務報告 

 
１．国際ロータリー第２５００地区直前ガバナー事務所より、『２０１７〜２０１８年度 地 

区会計決算書』収受。 
 
２．公益財団法⼈ ロータリー⽶⼭記念奨学会より、『ハイライトよねやま Ｖｏｌ．２２２』   

収受。 
３．市内ロータリークラブより、７⽉・８⽉分クラブ会報 収受。 
 

  会務報告 ⽊村和哉幹事                        
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         委員会報告       

 

飯塚親睦委員⻑より 
 
10⽉４⽇（⽊）紅葉例会 皆様の参加をお願い致します。参加締切も守って下さい。 
宮下通り７丁⽬ 明治屋ビル３Ｆ  ルアン（Leann） 
フルートの演奏で 秋の夜⻑を楽しみましょう！ 

 

河崎会員研修委員⻑より 
 
本⽇は １７：３０より オリエンテーションがあります。 
オリエンテーション終了後は懇親会がありますので ⾞で来ないようにして下さい！ 
 
 

⽵澤国際奉仕委員⻑より 
 
９⽉２３⽇（⽇）18：00〜 アートホテル みのり15Fにて  
タイからアイちゃんが ご家族と⽇本旅⾏に来られるのに合わせて会を設けます。 
友重さんの息⼦さんが交流を続けておられます。  

      
    ⾷事と懇談       
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                                 クラブフォーラム ②    
クラブフォーラム「地区役員について」 

 
地区役員はクラブを代表して出向して頂いていますが、その仕事の詳しい内容は我々会員にはあまりな

じみがございません。それでは我々としても応援のしようもなければ、地区を⾝近に感じることも出来ま
せん。地区を理解することまた我がクラブの会員がこれから地区役員への出向をしやすくするためにも本
⽇のクラブフォーラムを開催したいと存じます。 
 
直近の地区役員出向者 
２０１６〜２０１７ 
武⽥さん 会員増強委員⻑ 
⽯川さん 会員増強委員  
河﨑さん リソースとサポート委員⻑ 
２０１７〜２０１８ ２０１８〜２０１９ 
河﨑さん リソースとサポート委員⻑ 
 
Ｑ１．どのようにして地区役員に就任したのですか？ 

地区役員就任の依頼が個⼈にあるのですか？ 
クラブとしては理事会決議を経ての推薦と⾔う形ですか？ 
地区役員をやりたいときは⽴候補をすることも出来るのですか？ 

Ａ１．河﨑さん・武⽥さん：地区幹事から直接推薦照会が有りましたが、あくまでもクラブに地区より正式な推薦の
要請が来て理事会の承認が必要です。推薦基準は解りませんが、地区は沢⼭の委員会が有り情報収集をしているよ
うです 

例〜『〇〇委員（委員⻑）を選出して下さい』 
『〇〇委員（委員⻑）に〇〇会員を』等。 

３年委員とかもありますので、その場合は指名できます。 
⻘少年奉仕のインターアクト委員⻑は、インターアクト地区⼤会の担当学校が年度ごとに決まっているので、その担
当学校をホストしているクラブから選出されます。（担当の学校は何年か先まで決まっています） 

⽴候補できるかどうかは、ガバナー事務所に直接聞くしかないと思います。 
例１．『〇〇委員（委員⻑）を選出して下さい』 
  今回、クラブが持ち回りで担当する第３分区ガバナー補佐の選出依頼がクラブに来ました。それを受けて理事会
で協議の結果「今回の候補者は河﨑さん、武⽥さん、⽯川さんと考えるので３⼈で協議の上、決定してもらう」と
の経過を踏まえて⽯川さんに決定しました 

例２．『〇〇委員（委員⻑）に〇〇会員を』 
今回、ガバナー選考委員会の東堂委員⻑から⽵村陽⼦さんをガバナーに 
選出して欲しいと依頼が来ました。理事会で協議の結果、⽵村さんにお願いすることを決定して、メールで会員全員
にその意向を伝え、クラブの総意としてお願いをしました。ただ、我々の⼀番の総意は⽵村さんの意向を尊重するこ
とです。 
仮に我がクラブがガバナー輩出クラブとなりますと・・・ 
・ガバナー輩出クラブの役割 
１．２５００地区内の８分区６７クラブへの伝達業務 
２．地区⼤会、地区協議会、ＰＥＴＳ、各種セミナーの開催 
３．ガバナー補佐研修会の開催 
４．ガバナー公式訪問へのアテンド（６７クラブを副幹事として分担して運転⼿などで随⾏） 
５．体⼒的にも負担のかからない様にサポート 
補⾜：２５周年を終えたクラブとしての責任としてガバナー輩出 
 
Ｑ２．地区役員としての仕事でクラブにフィードバックしていることは何ですか？ 
Ａ２．河﨑さん・武⽥さん：地区役員は地区の委員会業務を主としており、全ての委員会はクラブからの要請によっ
てフィードバックされる事に成って居ますが、個⼈のフィードバックは有りません 

嵯城：今⽇のフォーラムが個⼈的なクラブへのフィードバックです 
Ｑ３．クラブに応援して欲しいことは何ですか？ 
Ａ３．河﨑さん・武⽥さん：あくまでロータリー活動はクラブにあります。クラブからの応援は特別ありませんが、
地区協議会、地区⼤会、国際⼤会等に出席して頂く事と、クラブはＲＩ会⻑賞を⽬指しての活動とロータリークラ
ブセントラルへの⼊⼒で会員がクラブの活動を⼀⽬瞭然として解るようにして頂く事ではないでしょうか 

 
Ｑ４．地区役員としての職務分掌を教えてください 
Ａ４．河﨑さん・武⽥さん：クラブにも各委員会が有る様に、地区も各委員会に其々重要な役割を持っています 
 旭川モーニングＲＣ活動計画書のP.５９と２０１８-１９年２５００地区組織図をご参照ください 
Ｑ５．地区との合同事業で⾎液銀⾏について我がクラブの関わりを教えてください 
Ａ５．河﨑さん：地区との合同事業ではありません。旭川ＭＲＣとバリ島のクタＲＣとのＧＧ事業でクラブ国際奉仕
委員会の単独事業です 
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Ｑ６．タイのプーケットの救急救命室の整備と出⼊り⼝のスロープ化を⽬指すＧＧＰ計画について我がクラブの関わり
を教えてくだい 

Ａ６．河﨑さん・武⽥さん：我がクラブとの関わりは有りません。地区財団委員会からの要請です 
 
Ｑ７．上記の２事案については参加するかどうかにはクラブの会員の意向は反映されないのですか？ 
Ａ７．河﨑さん・武⽥さん：ＧＧＰ計画については、国際奉仕委員会が活動計画を⽴案して計画書にも記載されて居る
が委員会活動計画は各委員会で⽬標を⽴てる。五⼤委員会からの年度活動計画の報告を受ける会議をしていなかった
のでしょうか？期の途中での案件は会員の意向を反映して決める事では無いでしょうか 

 
・質疑応答 
 
・最後に河﨑さん、武⽥さんから地区へ出向した感想をお願いします。 
また⽯川さんには会員への応援要請をお願いいたします。 

 
  
  

                 地区に出向しての感想                     武⽥ 昭宏 
 
出向経歴 2016〜2017年 会員増強委員⻑ 
     2016〜2017年 会員増強委員 ⽯川会員 
     2004〜2005年 社会奉仕委員 
     2011〜2012年 国際親善奨学⾦ 財団学友委員 
 
会員増強委員⻑  
 理事会決定後、委嘱状が地区ガバナーから 3⽉始め頃届きます。 
年度当初 4⽉下旬 ガバナー選出の地区において開かれます。 
会⻑エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）において 第⼀回のセミナーがあります。 
→会⻑幹事出席義務（第⼀回⽬） 
タイトルは、会員増強セミナー（拡⼤セミナー）持ち時間90分。 
配付資料の作成 どの様に、わかりやすく説明とお願いをするかと・・・ 
過去資料、ロータリーの友（会員増強についての資料）歴代の会員増強委員⻑がどの⼿法で増強をされたかの分析
等々・・・ 
第２⽇⽬ 
 地区研修、協議会→各クラブの委員⻑委 委員、出席義務 
各分科会開催〜９０分 
第1分科会〜第6分科会 会員増強は第3分科会。 
第3分科会の司会と⾃分の委員⻑の説明20分。 
 
2016〜2017年度                    ・委嘱状→３⽉始 
 地区協議会 新年度⽅針→基本⽅針→3⽉末まで提出。 
 ・地区会員増強の拡⼤セミナー→4⽉中旬（1⽇⽬） 
 ・地区研修 協議会→4⽉下旬（2⽇⽬） 
 
 
まとめ 
（利点） クラブとして・・・ 
     委員⻑を経験して・・・ 
⼈脈が幅広くなった。 
各委員⻑さん⽅の⾊々な資料＋⼿法を⾒いだせた。 
我がＭＲＣにおいて、⼀部その⼿法を取り⼊れた事により増強になった。 
毎年あるパストガバナーの研修会についての発⾔内容が勉強となり、それを⾃分のものとして取り⼊れていった。 
 
最後になりましたが、 
 旭川ＭＲＣのこの良さで、 
      ２０１７年２５００地区からガバナー表彰として １０年間で１３名⼊会として、会員増強拡⼤賞を受賞
させて頂き 感謝申し上げます。 
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＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊  
 

＊ 本⽇の出席第 1188 回 例会 総   員 28 名 
9⽉ 20⽇ 出   席 23 名 

出 席 率 82.14 ％  
 

＊ 修正出席 9⽉６⽇は休会のため、修正出席はございません。 
 

 
 
 

    
 
 
     
                     オリエンテーション 
                           ２０１８年９⽉２０⽇ 17：30〜19：30 
                
            本⽇の⼼構え   〜 早くクラブに溶け込み 多くの友⼈と親しく話し合えるように〜          
                   新しいアプローチで任那が楽しめるクラブにすることに 全⼒投球しよう！ 
 
                 開会の辞  （趣旨説明） 司会                幹 事 ⽊村 和哉 
     
     出席者⾃⼰紹介（全員）                 会員研修委員 ⽵村 陽⼀ 
 
      坂本 信⼀   ⼊会して３年 ⽇々、勉強中です。 
     ⼩林 睦明   ⼊会して２年３ヶ⽉ たくさん質問をしたいと思います。 
     橋本 忍    ⼊会して半年  育成枠から来ました。 
     渡邊 正春   ⼊会して１年あまりです。 
     伊藤 吉洋   ⼊会して半年  少しでも勉強できればと思います。 
     ⼩川 伸治   ６年になりました ⽇々⾃問⾃答しています。 
     ⽯川 千賀男  １１年になります。⾼⾒さんも同じく１１年です。 
     ⾶弾野 正幸  ５０歳から２５年間 異業種の⽅の情報 多くの友⼈を得ました。 
     ⽵村 陽⼦   ⽶⼭担当は初めてです。 奈良パストがバナーが新しいクラブを作り、  
                         福居さんと⼥性第⼀号になりました。 
     嵯城 俊明   １３年になります。居⼼地のいいクラブです。 
     河崎 ⾼麗男  チャーターメンバーです。当クラブの５年以内会員が60％になりました。 
     ⽊村 和哉   ４年半になりますが １１年前３５歳でGSEに参加しています。⼈のつながりを 
             ⼤事にしたい。 
     林 雅美    ４年になります。SAAをほぼ２年間務めましたが、解らないことばかりです。 
     ⽵村 陽⼀   帰ってきたロータリアンです！ 
                
 
 
      会⻑ 挨拶                         会 ⻑ 嵯城 俊明 
 

私の会⻑所信に以下のことを綴りました。 
 
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。 
 
と、綴りました。繰り返しますと、これらの全ては「まずは出席する」ということから始まります。出席
することでロータリーを知ることが出来ます。本⽇のオリエンテーション出席を是⾮、有意義なものにし
ていきましょう。よろしくお願い致します。 
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      オリエンテーション プログラム 
 
     教育総論   1. ロータリーについて           会委員研修委員⻑      河崎 ⾼麗男 
               2.   旭川モーニングRCの歴史と活動        会員組織委員⻑       安井 裕⼦ 
 
                教育各論   1. ロータリーの奉仕理念          奉仕プロジェクト委員⻑ ⽯川 千賀男 
             2. ロータリー財団と⽶⼭記念奨学会について ロータリー財団・⽶⼭推進委員⻑ 
                                               ⽵村 陽⼦ 
             3. ロータリアンとしての⼼         社会奉仕委員⻑           桑原 義彦 
 
             4. 新会員の感想 
             5. 閉会の辞                 幹 事              ⽊村 和哉 
 

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

 
 
     9⽉２６⽇（⽔） MRCゴルフ愛好会のコンペにて 
 
 この⽇、 笹川会員の 今年度の愛好会ゴルフ 復帰戦 となりました！ 
                       おめでとうございます。 
 
           健康第⼀ 皆さん元気でゴルフを楽しみましょう！  
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