
 

 

  
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1191 回 例会 № 13 

10⽉の⽉間 テーマ 経済と地域社会の発展・⽶⼭⽉間 平成30年10⽉11⽇（⽊） AM7：30〜8：30 

本⽇の例会プログラム 委員会スピーチ（⽶⼭について）⼩川会員 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 

 

 先⽇、北海道ＰＴＡ⼤会に出席をしてきました。 
その分科会での話し合いの中で、ＰＴＡのなり⼿がいなくてＰＴＡ活動が維持で
きないとの問題が話し合われました。私はＰＴＡ歴が⻑いのですが この問題は
永遠のテーマのようになっています。そして、これってロータリーの会員増強に
相通じるところがあるなと感じました。 
 
 分科会で話し合われた内容は ＰＴＡ役員決定を 例えば「あいうえお順に順
番で」などのシステムやルール作りをしたとしても反発を⾷らい、また活動のこ
なしに繋がってＰＴＡ活動の停滞に陥る。 
それよりも⼀番は顔の⾒える関係の構築が⼤事で、それしかないだろうと。 
例えば あの⼈は仕事が忙しくて⼿伝えない。だけど休⽇なら⼿伝えそうなど。
顔が⾒えることで、その⼈のニーズとか状態が判り、また顔の⾒える関係になる
と相⼿も少しは⼼を開いてくれて、そこから落としどころも⾒えてくるのではな
いでしょうか。 
 武⽥会員増強委員⻑が良く⾔われる通り「会員増強には特効薬はない。丁寧に
説明をしていくしかない」それがＰＴＡもロータリーにとっても特効薬なんだと
感じました。そして⼊会した後の退会防⽌には、その⼈の居場所がちゃんとそこ
にあること。その居場所づくりをみんなで⼿伝うことがとても⼤事だと思いま
す。 

    国歌⻫唱   本⽇のロータリーソング「かけ橋は私たち」      会場監督 ⼩林SAA ４つのテスト唱和 ⼩柳 裕⼦会員 

 

 

    本⽇のビジター 旭川東北RCより 川上会⻑ 鈴⽊幹事をお迎えしています。    

 

川上 義尚会⻑ 
  
ガバナー補佐の件で、感謝していま
す。 
兄弟クラブ愛を感じます。 
１０⽉２５⽇の ３クラブ合同例会
は 東北RCがホストクラブです。 
皆様のご参加をお待ちしています。 

 

鈴⽊ 哲幹事 
 
RCに⼊会して、モーニングRC
と同じ２５年になります。 
 
３回⽬の幹事を 川上会⻑との
約束で務めています。 
 

 

 

  
９⽉２８⽇２９⽇の帯広地区⼤会にて 
 
旭川モーニングRCは 
会員増強と２５周年のW表彰を頂きました。 

 



   
 第１１９１回例会 会務報告  

 
   ⽊村 和哉幹事 

１ ．国際ロータリー第２５００地区 細川ガバナーより、『地区⼤会終了のお礼状』並びに『グローバ
ル補助⾦事業協⼒クラブ募集のご案内状』 収受。＊ 詳細は別紙をご覧下さい。 
 
２ ．国際ロータリー第２５００地区 吉⽥潤司ガバナーエレクトより、ガバナーエレクト事務所開設の
案内状 収受。 
    
   【所 在 地】 〒０８５－００１６ 
釧路市錦町５－３ 三ツ輪ビル ２階 
   【Ｔ Ｅ Ｌ】 ０１５４－６１－００１８ 
   【Ｆ Ａ Ｘ】 ０１５４－６１－００１７ 
   【Ｅ-mail】 rid2500-kushiro@orion.ocn.ne.jp 
   【勤務時間】 ９：３０ 〜 １６：３０（⼟・⽇・祝⽇は休み） 
   【事務局員】 三ツ⽯ 弥菜⼦さん 
                ＊ ２０１９年７⽉１⽇以降はガバナー事務所となります。 
 
３ ．⼀般財団法⼈ ⽐国育英会 バギオ基⾦より、『第４０回 バギオ訪問交流の旅のご案内』収受。 
       ＊ 詳細は別紙をご覧下さい。 

 親睦委員の皆様                           誕⽣⽇記念品贈呈 

 

 

 
  ⽵村陽⼀会員 １２⽇   朝倉直博会員 １５⽇   

 ⾷事と懇談   

 

 
 本⽇の 世界の朝⾷ 
    ロシア ボルシチ です！ 

 

    

 
    

  



 
              委員会スピーチ資料 

   

  
 

 
     
       次のページに続く 



    
  

 

委員会スピーチ資料 
⽶⼭梅吉ものがたり 
 
漫画は ⼊り⼝として、⼊りやすい
のではないかと思います。 

    
  ⼩川 伸治⽶⼭推進委員⻑ 

 

    

    
 

   
 

 

 

  
 

ロータリー⽶⼭は 国内の⺠間では最⼤の国際奨学事業です。 

  



 
  
    ⽶⼭事業の使命   
    
     将来、⽇本と世界を結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる 
   ⼈材を育成することです。これは、ロータリーの⽬指す”平和と国際理解の推進”そのものです。 
    

｛ 10⽉ ⽶⼭記念奨学会推進⽉間 ｝です。  寄付⾦についてのご⽀援とご協⼒についてのお願い 
 
 最も多いのは⼤学教員などの教育職です。この外国⼈留学⽣のために ⼼のこもった⽀援をお願い致します。 
⽶⼭記念奨学会寄付⾦ １⼈ １００００円以上 
                         １０⽉１８⽇（⽊）例会時に集めます。 

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

 
朝倉親睦委員 

ニコニコBOX 
⾼⾒ ⼀典会員      ⺟が先⽉末、⽊村幹事の施設シャイニングに⼊居させて頂きました。 
            お世話になります。 
 
飯塚 達夫親睦委員⻑   先週の紅葉例会、多数のご参加ありがとうございました。 
 
       Ｈ３０年 １０⽉１１⽇ ﾆｺﾆｺBOX ２件     年度累計 １４００００円 

    

＊  旭川モーニングＲＣ 出席報告  ＊ 
 
＊ 本⽇の出席 第1191 回 例会 総   員28 名 

10⽉11⽇ 出   席25 名 
出 席 率89.29 ％  

 
＊ 修正出席 第1189 回 例会 総  員 28 名 

9⽉29⽇ 修正出席 24 名 
修正出席率 85.71 ％ 

 
＊ ビジター 旭川東北ＲＣ 川上 義尚 会員   鈴⽊  哲 会員  

 
＊ メークアップ 10/9  坂本信⼀・⽯川千賀男 （旭川⻄ＲＣ） 10/10 ⾼⾒⼀典 （旭川北Ｒ

 

 
福居例会運営委員⻑ 

    
福居会員より  福居製餡所 第２３回 あんまつり  の お知らせ！ 
 
            予約販売は 10/17まで受け付け  お渡し⽇は10/19  

 

 
⽯川奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員⻑ 

東北RCの川上会⻑とは、⿓⾺の会でもご⼀緒させて頂いています。 
本⽇は 川上会⻑、鈴⽊幹事 ようこそいらっしゃいました。 
 
９⽉２９⽇ 三浦綾⼦記念⽂学館 オープン致しました。 
ご協⼒ありがとうございました。 
 
旭川の観光の発展につなげられると思います。 
年間５５０〜６００万⼈訪れる観光客にうち、旭川市内に宿泊するのは11％と⾔われて
います。もっと多くの滞在を促していきたいと考えています。 

   
  

 お悔やみ  
       先週のＦＡＸでお知らせがありましたとおり 井上雄樹会員のお⽗様がご逝去されまし 
      た。 ⼼よりお悔やみを申し上げます。 
 

 
   
 



   
  
   委員会報告 

 
笹川⻘少年奉仕委員⻑ 

                              平成30年10⽉9⽇ 
           ⻘少年奉仕委員会の中間報告 
                     
                       ⻘少年奉仕委員会(⻑) 笹川和廣 
                       
  当モーニングRCの⻘少年奉仕委員会は、ローターアクトの活動から離れて約2年
が経過しようとしていますが、 
今後の展開を模索すべく ⾼⾒委員（前委員⻑） そして、 ⽯川奉仕プロジェクト委員
⻑ と協議し、取敢えず、25周年記念事業時にご講演を頂きました 旭川⼤学短期⼤学
部清⽔准教授 にご相談することとし、9⽉初めに訪問・⾯談して当クラブとして関
われる可能性について数点のご提案を頂きました。 

 

 その⼀つのご提案から、9⽉24⽇の“ここで”で開催のフォーラム「⼦どもの貧困を考える」に参加し、
「⼦どもたち親たちと向き合い続けるー市⺠社会による取組の意義―」と題したパネルディスカッション
で学び、⼜、26⽇夜の「 おとな⾷堂 」では、市内に9カ所程ある「 ⼦ども⾷堂 」が発⾜した経緯等の発表を
聞き学びました。 
 
 今後の予定は、これも清⽔先⽣からのご提案ですが、台場にある「育児園」での学習で、ここには3歳か
ら70歳代までの約100名の⼈たちが⽣活していますが、そのうち⾼校⽣⼜は同世代の⼈たちが20⼈ほどと
の事です。 
 以上、現在までの経過報告とさせて頂きますが、今年度は、当クラブの⻘少年奉仕委員会が「⻑期的に
何に取組むべきか？」を学ぶ年とさせて頂きたいと考えますが、「意義深い奉仕活動」に辿り着くために
も、会員の皆様からの新しいご提案等お聞かせ頂きます様お願い申し上げ、中間報告とさせて頂きます。 

  
                *********************************************** 
 
  平成３０年１０⽉１１⽇ 第４回 役員・理事会 議事録 

① 11⽉スケジュール29⽇は会員研修から会員の時間（ 坂本信⼀会員 ）に変更。 
 
② RC事務局承認決議了承 
 
③ ⽶⼭⼀⼈10000円了承 
 
④ タイ プーケットRCについて 
  議論の結果、「友好クラブ」としてOKですとのこと。特別、調印などは無いとのこと。 
  （姉妹クラブ、友好クラブの定義がないとのこと。モーニングとしては友好クラブとして考える。） 
  ＊病院スロープは関係ないとのこと  

      
          

         ロシアのパンについて 
 
         現代のロシアでは、世界各国のパンを⾷べることが出来るが、ナポレオン戦争以前には、⼤きく分けて 
        貴族や富裕層の⾷した、⼩⻨粉を主原料とした「⽩パン」、市⺠や兵⼠の⾷した、ライ⻨を主原料とした 
        「⿊パン」に分かれる。 
        これは、ロシアの気候が⼩⻨よりライ⻨に適していた為、当時⼩⻨粉は⾼価であったためである。  
        ロシアの貴族や富裕層にとって、フランスから料理⼈を雇い客⼈に豪華な⾷事を振る舞うことは、⼀つの 
        ステータスであった。 
        寒いロシアで数多くの料理を美味しい状態で提供する⼯夫が、帰国したフランスの料理⼈たちによって、 
        フランス料理のフルコースの素となった。 
        そのため、⽩パンはフランスの流れを汲むものが多い。 
        対して⿊パンは、修道院や家庭を起源とするものが多く、⽩パンより古くからロシアの⼈々に浸透していた。 
        栄養価は⿊パンの⽅が⾼く、戦争に出た兵⼠が⿊パンを⾷べることが出来なくて、栄養不⾜になったという 
        逸話があるほど ロシア⼈はパン好きな⺠族である。     アートホテル⼩林総⽀配⼈ 
 
         


