
 

 

  
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1208 回 例会 № 30 

2⽉の⽉間 テーマ 平和と紛争予防・紛争解決⽉間 平成31年2⽉28⽇（⽊） AM7:30~8:30 

本⽇の例会プログラム  クラブフォーラム③        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 

本⽇はクラブフォーラムです。 
新会員もチャーターメンバーも同じ会員。透明性を保ち、説明責任を果たし、全員で
話し合うためのクラブフォーラムです。よろしくお願いします。 
 
創⽴２５周年を終えたクラブとして今年度は・・・    
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 
と会⻑所信に盛り込みました。 
 
またガバナー公式訪問で細川吉博ガバナーより 
各ロータリークラブがいろいろな社会奉仕活動を実施している中で、継続活動として
⻑年取り組んでいる事業も多くあると思いますが、どこかでクラブが１回、それら活
動の社会的なニーズを聞 いてみる、集めてみる努⼒が必要なのではないかと思いま
す〜中略〜これからは会員数いわゆるマンパワーの問題もあれば、また経済的な問題
ももちろんあります。私達の活動を私達⾃⾝が評価していく必要があるのではないか
と思っております。 
よって本⽇は５年毎の周年⾏事について話し合いたいと思います。 
どうぞよろしくお願い致します。 

                 本⽇のロータリーソング   「 かけ橋は私たち 」          4つのテスト唱和    

  
  安井 裕⼦会員 

              
           旭川モーニングロータリークラブ ２⽉２８⽇第１２０８回例会 会務報告 

 
⼩林睦明会場監督 幹事代⾏ 

⼤久保昌宣次年度幹事 

１．旭川北ロータリークラブより、『創⽴５０周年記念式典 記念誌』収受 
 
２．市内ロータリークラブより、３⽉中例会変更通知 収受。 
 
３⽉ ７⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 夜 間 例 会 トーヨーホテル 
３⽉ ８⽇（⾦）旭 川 ＲＣ 夜 間 例 会 ＯＭＯ7 
３⽉１１⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル 
３⽉１２⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商⼯会１Ｆ 
３⽉１８⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 休     会 アートホテル 
３⽉２０⽇（⽔）旭川北 ＲＣ 休     会 ＯＭＯ7 
３⽉２２⽇（⾦）旭 川 ＲＣ 休     会 ＯＭＯ7 
３⽉２５⽇（⽉）旭川南 ＲＣ ＩＭへ振替 アートホテル 
３⽉２６⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル 
３⽉２６⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商⼯会１Ｆ 
３⽉２８⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル 
３⽉２８⽇（⽊）旭川東北ＲＣ ＩＭへ振替 トーヨー 
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                       委員会報告 

 
河崎⾼麗男 
会員研修委員⻑
  

 
 
 
 
2⽉21⽇に予定してい
る、後期オリエンテー
ションに出席してくだ
さい。 

⼤久保昌宣 
   幹事代⾏ 

 
 
 
 
 
4⽉25⽇釧路にて 
ＰＥＴがあります。 
4⽉26⽇地区研修、
協議会に参加しま
しょう。 

⽯川千賀男 
次年度ガバナ補佐 

 
 
 
 
ガバナー補佐のセミ
ナーに出席するため
⾞を運転して 釧路
へ⾏ってきました。 
⾮公式ですが・・ 
4時間で釧路に着き
ました！ 
 

  
                               ⾷事と懇談 

  桑原会員    ⼩柳会員       武⽥会員 
 

 ⽯川会員    ⽵澤会員       河崎会員    

嵯城会⻑    坂本会員 伊藤会員   安井会員 
 

⼤久保会員 飯塚会員    宮永会員  ⽵村会員 

 
  ⼩川会員      ⽵村会員     ⼩林SAA  林会員 25周年DVD ⾶弾野会員    井上会員 

                本⽇は 和⾷です 
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      ニコニコBOX発表 

 
H31年2⽉28⽇ニコニコボックス1件  
                年度累計 223000円 

    ⽯川 千賀男会員            
 
3クラブ合同例会 急に⽋席してしまいました。  
旭川⿓⾺の会で、京都へ⾏ってきました。⿓⾺の墓参りに100段上がっ
て、腰に痛みを感じました。 
でも、4年後   全国⿓⾺ファンの集いを 北海道旭川で出来そうです！ 

    
              ********************************************************************** 
                クラブフォーラム③  （周年⾏事のあり⽅について） 

過去の周年記念 
 
記念事業 
５周年記念事業 「常盤公園にベンチ⼀式」を旭川市に寄贈 
１０周年記念事業 桜の⽊植樹「東鷹栖ふれあい公園」 
１５周年記念事業 千⿃ヶ池浄化広報モニュメント設置 
２０周年記念事業 全国モーニング姉妹クラブ事業 常盤公園に「バリアフリー型⽔飲み器」を旭川市に寄贈 
         「⽔資源」宣伝ポスターコンテスト 旭川近郊⼩中学⽣対象 
２５周年記念事業 「スポット・ビジョン・スクリーナー」を旭川市に寄贈 
 
記念講演 
１０周年記念講演 ⽇本国際飢餓対策機構 神⽥英輔様 
１５周年記念講演 「モーニングロータリーを外から⾒て」 
          富良野商⼯会議所 会頭 荒⽊毅様 
２０周年記念講演 「旭川⽔道“経営元年”」〜持続的経営に向けて〜 
前旭川市⽔道事業 管理者 三島保様 
２５周年記念講演 「⼦供の貧困を超えて」 
旭川⼤学短期学部幼児教育学科 准教授 清⽔冬樹様 
 
特別寄付 
１０周年 ロータリー財団、⽶⼭記念奨学会特別寄付 
２０周年 ロータリー財団、⽶⼭記念奨学会特別寄付 
 
制作物 
１０周年 記念誌制作 
１５周年 記念ＤＶＤ制作 
２０周年 記念誌制作 
２５周年 記念ＤＶＤ制作 
 
リーダー 
 ５周年 会⻑ 増⽥幸三（当⽇不在） 
１０周年 会⻑ 桑原義彦  実⾏委員⻑ 酒井秀雄 
１５周年 会⻑ 武⽥昭宏  実⾏委員⻑ 河﨑⾼麗男 
２０周年 会⻑ ⽯川千賀男 実⾏委員⻑ 友重正親 
２５周年 会⻑ 安井裕⼦  実⾏委員⻑ ⽯川千賀男 
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 旭川モーニングRC 出席報告 

 
    ⼩柳 裕⼦副会⻑ 

＊ 本⽇の出席 第1208回 例会 総   員 27名 
2⽉2８⽇ 出   席 21名 

出 席 率 77.78％  
 

＊ 修正出席 第1206 回 例会 総  員27名 
2⽉14⽇ 修正出席 22名 

修正出席率81.48％ 
 

＊ ビジター ございません ＊ ゲスト ございません  
 

＊ メークアップ  2/22 井上雄樹（旭川ＲＣ） 2/22 河﨑⾼麗男（帯広北ＲＣ）
 

         2/23 ⽯川千賀男・河﨑⾼麗男（地区チーム研修セミナー）  

     
2⽉28⽇ 臨時 役員理事会    議題 PET / 地区研修・協議会バス代について 
 
                 4⽉地区協議会は MRC単独で ⼤型バスで⾏きます。バス代174540円予定しています。 

   

       
      

                       ⾼⾒会員始動！ 


