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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1199 回 例会 № 21 

12⽉の⽉間 テーマ 家族⽉間 平成30年12⽉13⽇（⽊） PM18：00〜 

本⽇の例会プログラム 愛ファミリーパーティー         場所 アートホテル旭川 F2ｻﾞ・ｲｰｽﾄﾙｰﾑ 
 

   
      嵯城 俊明会⻑ｻﾝﾀ挨拶     今⽇の愛ファミリーパーティーにご参加された⼦供の皆さんへ    

 
 
 平成30年12⽉13⽇ 
 
旭川モーニングロータリー 
     会⻑ 嵯城 俊明 

「⽂武両道」という⾔葉があります。これは学問で知識を、そしてスポーツで精神、道徳
を学び、社会に出てからの壁を⾃らが乗り越える⼿段を導き出すと⾔う事です。この「⽂
武両道」の修得のために学校には多くの術があります。授業、部活、学校祭、体育⼤会、
そしてその中での仲間たちとの触れ合いなど。全てが⼤事ですから尻込みせずに積極的に
関わってください。 

そして、それらを積み重ねる学校での時間は将来、⼤⼈になった⾃分の基礎になるこ
とは⾔うまでもありません。あっという間に過ぎてしまう短い期間ですが、これからの⻑
い⼈⽣に⼤事な時間でもあります。では皆さんはこの時間をどう過ごしますか？部活に打
ち込みますか？⽂科系、体育系のどちらでしょう。また授業も当然のことながら⼤事に
なってきます。 

いいですか、皆さん？このように⼤事なことばかりですが⼼配はいりません。学校⽣
活、全てにおいて親⾝で熱⼼に教えてくださる先⽣⽅の強⼒なサポートが後押しをしてく
れるからです。また、多くの仲間と過ごす、充実した時間も後を押してくれます。ですか
ら安⼼して「⽂武両道」を修得してください。 

 
そして保護者の皆様⽅、我々ロータリアンは学校の応援団として次代を担う⼦供たち

のためにという⼤義の基、保護者、教職員の先⽣⽅と⼒を合わせ、ロータリアンとしての
英知と勇気と情熱をもって活動しておりますので、是⾮ともその趣旨にご賛同の上、ご⽀
援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

     ⼩林 睦明会場監督      ロータリーソング 「架け橋は私たち」 

  

      宮永 憲⼀次期会⻑  次期役員理事委員⻑報告 

 

《 次年度役員 》 直前会⻑    嵯城俊明会員      副会⻑     ⼩川伸治 会員 
         幹事      ⼤久保昌宜 会員    会計      井上雄樹 会員 
続きまして⼤委員⻑を発表いたします。 
クラブ管理運営委員⻑   ⼩川伸治 会員   会員組織委員⻑   嵯城俊明 会員 
ＩＴ・広報委員⻑  坂本 信⼀        ロータリー財団・⽶⼭推進委員⻑  武⽥昭宏 会員 
奉仕プロジェクト委員⻑  桑原 義彦 会員 
  先⽇、ガバナーエレクト事務所より、次年度地区役員の推薦状が届きました。 
リソースとサポート委員会委員⻑  河﨑 ⾼麗男 会員 資⾦推進⼩委員会委員⻑  ⽯川 千賀男 会員 
                          御両名にご快諾頂いたことを報告いたします。 
⾃⾝、次年度会⻑としまして未熟な私でございますが、何卒、ご理解・御協⼒頂けますようお願い申し
あげます 
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     ニコニコBOXご披露    

 
    飯塚達夫親睦委員⻑ 
         旭川モーニングタリークラブ 

飯塚達夫 会員  楽しいファミリーパーティーを皆さんとご⼀緒に楽しみませう！ 
⽯川千賀男 会員 つき愛つき ファミリーパーティーのご盛会を祝して 
伊藤吉洋 会員  先週は誕⽣⽇有難うございました。 
桑原義彦 会員  今回のクリスマスパーティーも家族全員で参加させて頂きました。 
        ありがとうございます。 
⼩柳裕⼦ 会員  今⽇はクリスマスパーティーを楽しみましょう♡ 
⾼⾒⼀典 会員  メリークリスマス！ 皆様に幸あれ〜！ 
⽵澤元男 会員  今⽉は誕⽣⽉で 1年取りたいです。この年になりますと？ 
⽵村陽⼀ 会員  親愛なるご家族の皆様に、本⽇はようこそいらっしゃいました。 
        ⼼より歓迎申し上げます。 
⽵村陽⼦ 会員  ファミリーの皆様 本⽇はようこそおいで頂きました。⼗分お楽しみ下さい。 
        ありがとうございました。 
⾶弾野正幸 会員 楽しいクリスマスパーティーに多くの家族と出席します。 
安井裕⼦ 会員  クリスマスパーティー ファミリーがたのしみにしておりました。 
        宜しくお願いします。 
  平成30年12⽉13⽇ ニコニコBOX 11件 27000円 年度累計 223000円  

  

 
  ⼩柳裕⼦副会⻑ 

＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊  
 

＊ 本⽇の出席 第1199 回 例会 総   員 28名 
12⽉13⽇ 出   席 26名 

出 席 率 92.86％  
 

＊ 修正出席 第1197 回 例会 総  員28名 
11⽉29⽇ 修正出席24名 

修正出席率85.71 ％ 
 

＊ メークアップ 12/  6 笹川和廣 （旭川東北ＲＣ） 12/13 笹川和廣 （旭川東北ＲＣ）
 

⽊村和哉 歌う 幹事 

 

       
           総合司会  ⼩柳副会⻑  開会挨拶  飯塚親睦委員⻑  会⻑挨拶  嵯城会⻑  乾杯  ⽊村幹事    

   愛ファミリーパーティー 
  4⼈の 
  愛のこもったアカペラで 
     はじまりました！ 
 

     
        歌うSAA⼩林会員  
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                                                                                       楽しいお⾷事タイム！ 
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                    ショータイム       アリョーナ サックス演奏 

   
 

  
 

 

 

    

 

 
     アンコールも盛り上がり、⼦供たちとハイタッチ！ 

 

   

 

 
  

 

   
  



2018/12/19 会報 H30/12/13 - Google ドキュメント

https://docs.google.com/document/d/1Aq2HkN94Am8xMhT2raVSLUJFxXsKPFo9nPnJFqs4g0k/edit 5/6

 

                           会⻑サンタからのプレゼント  

    

 
 

 

 

                         恒例 チャリティーオークション      

 
 

 
たくさんのお品のご協⼒ 
   ありがとうございます。 

 

 
チャリティオークションの収益⾦は 
102600円でした。 
 
 

 

     

      
      競売⼈坂本会員                 全員で輪になってプレゼント交換          ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰの式次第は 
        ハンマープライス！！                                           橋本会員制作です！ 
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                        ⼿にてつないで    

  

  

  

  

  

       
      ソングリーダーはもちろん！ 
       飯塚達夫親睦委員⻑                           

                               皆様、⼤変お疲れ様でございました。  
本⽇はクリスマスパーティーに多くの⽅にご参加いただきありがとうございます。 
このパーティー開催にあたり親睦委員⻑飯塚さん はじめ会員の皆様・そして、会員ご家族のご理解と御
協⼒頂き、盛⼤な思い出に残る素敵なクリスマスパーティーになりました。改めて⾼いところからでござ
いますが 感謝申しあげます。 
 私は次年度会⻑をさせていただきますが、まだまだ未熟でございます。皆様に⽀えていただきながら努
めてまいります。何卒、よろしくお願い申し上げます。 
 それでは、締めさせていただきたいと存じます。 
本⽇は５本締めにて締めさせていただきます。まず⼈差し指だけで⼿を叩きます。リズムは「タタタン 
タタタン タタタン タン」です。⾳がどんどんと⼤きくなっていくので、末広がりを意味し、縁起がい
いとされています 
それでは旭川モーニングロータリークラブの益々の発展と、下期嵯城年度の⼤成功を願いそして本⽇お集
りの皆様の御健勝とご多幸を⼼からご祈念いたしまして5本締めで締めさせていただきます、御唱和の程
よろしくお願い申し上げます 
 

 
閉会宣⾔  
宮永 憲⼀ 次期会⻑ 

 


