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第1213回 例会 № 35

4月の月間 テーマ

母子と健康月間

平成31年4月11日（木） AM7:30～8:30
場所

本日の例会プログラム 大委員長の時間 宮永会員

家庭内暴力の撲滅に向けて

会長挨拶 嵯城俊明会長

アートホテル旭川 2Ｆローアン

～母子と健康月間～

驚くべき統計があります。2013年の世界保健機関の報告によれば、女性に対する暴力と
して最も多いのが、夫や交際相手といった親密なパートナーによる暴力であり、世界の女
性の30パーセントが被害に遭っています。さらに、女性殺害事件の38パーセントが、親
密なパートナーによるものです。
ニュージーランドでは、毎年10数人の女性がパートナーまたは元パートナーによって殺
害されています。オーストラリアでは、平均で毎週一人の女性が殺されています。地域社
会における家庭内暴力対策の切実なニーズが浮き彫りとなる中、オーストラリアとニュー
ジーランド国内のロータリークラブは、募金や他の支援団体との協力を通じて、家庭内暴
力防止のための啓発と被害者支援に取り組んでいます。あるロータリークラブ会長はこう
語ります。「ポリオ撲滅など絶対に無理だと思われていた時代に、ロータリーはポリオを
なくす活動を始めたのです。それなら、家庭内暴力の撲滅にも貢献できるはずです。

～さまざまなアプローチ～

「SAFE（Support＝支援、Advice＝助言、Facilitation＝援助、Early Intervention＝早期介入）」モデルは、地域社会
の一人ひとりが家庭内暴力対策において役割を担う、連携型アプローチです
～男性の行動を変える～
暴力をふるう男性に、怒りに対処する新しい方法を学んでもらい、心を満たすような人間関係を築けるよう支援する。
元パートナーと向き合う新しい方法を学ぶことは子どものためにもなります
～家族のセーフティネット～
家庭内暴力は女性と子どもがホームレス状態に陥る最大の原因です。家庭内暴力から逃れてきた被害者に安全な宿泊施
設を提供し、トラウマを克服して人生をやり直すためのガイダンスを提供し、経済面でも支援します
～結びに～
災害に見舞われたとき、ほとんどの人は保険をかけているので被害が補償されます。家庭内暴力にはそのような保険が
ありません。だからこそ、人生をやり直そうとしている人にとって、ロータリーのような奉仕団体からの支援が大きな
違いをもたらすのです。
心は女性 嵯城俊明

国家斉唱

SAA小林睦明会員

本日のロータリーソング

かけ橋は私たち

親睦委員の皆様

4つのテスト
唱和
伊藤吉洋会員

ビジター紹介

旭川西RC 佐藤 友泰幹事

旭川西RC 大垣 宏会長
会務報告 木村 和哉幹事

旭川モーニングロータリークラブ ４月１１日
第１２１３回例会 会務報告
１．京都モーニングロータリークラブより、クラブ会報収受。
２．市内ロータリークラブより、３月中クラブ会報収受。
委員会報告

インドネシアクタRC 救急車贈呈グローバル補助金事業 完了しました事を報告致します。

竹澤元男国際奉仕委員長
委員会報告
職業奉仕委員会 坂本 信一委員長より
4月25日 職場訪問例会 キョクイチ
皆さん 時間をお間違えないように 出席お願い致します。

誕生祝い記念品贈呈

大久保 昌宣会員 12日

安井 裕子会員 8日

竹村会員ミャンマーのお土産

飯塚会員のスイスお土産も

食事と懇談

＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊

宮永次期会長より 2019～2020年度
2500地区リソースサポート委員委嘱状
が安井裕子会員に渡されました。

福居恵美子例会運営委員長

＊ 本日の出席

第1213回 例会
4月11日

総 員 27名
出 席 24名
出 席 率 88.89％

＊ 修正出席

第1211回 例会
3月28日

総
員27名
修正出席22名
修正出席率81.48％

＊ ビジター

旭川西ＲＣ 大垣 宏・佐藤 友泰会員

＊ ゲスト

ございません

＊ メークアップ ございません

大委員長の時間 「次年度に向けて」

会長エレクト 宮永憲一会員

2019-2020年度旭川モーニングロータリークラブ「次年度に向けて」
皆様、おはようございます。
私は、このたび27代目会長を仰せつかり責務の重大さに身の引き締まる思いでございます。
次年度まで、刻一刻と時間だけが過ぎてゆき、ただ、焦りと緊張感で、いっぱい、いっぱ
い、になっております。
私は、平成２４年１月、脇坂さんの年度に、武田会員、石川会員の推薦により入会させてい
ただきました。
右も左も分からないまま、３年目には会場監督と会計の兼務・ＩＭの司会
４年目も会場監督・５年目に高見さん年度の幹事と大変貴重な経験をさせていただきました
が、まだまだ、力不足でございます。また、私は、ひと前で喋るのが苦手で、
皆様のように雄弁に語ることができません、緊張のあまり、声が震えたり、かんだり、
口が回らなかったり、同じことを何回も言たり、意味不明な表現などなど、
皆様を困惑させてしまうかもしれません、至らない私ですが、大変心強い大久保さんに支え
ていただきながら一期一会（いちごいちえ）・一世一代（いっせいいちだい）だと噛み締め
て、一瞬一瞬を忘れないように努めてまいりたいと思います。
皆様におかれましては好意と友情で支えていただき。ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

さて、それではここで、次年度に向けましてまずは、RI会長エレクトの２０１９年国際協議会でのテーマ講演の模様をご覧ください。
2019～2020年度は
R.Iテーマ

「ロータリーは世界をつなぐ」

R.I第2500地区活動方針「知らずて語れず」
第3分区旭川モーニングロータリークラブ方針
「ロータリーを学び ロータリーを語り 次代につなぐ」

『２０１９～２０２０年度国際ロータリーマーク・ダニエル・マロ―二―会長は 今年度のテーマを「ロータリーは世界をつなぐ」
と掲げられ、併せて活動の指針となる強調事項も発表されました。
１つめ「ロータリーを成長させる」
２つめ「家族」
３つめ「忙しく仕事しているロータリアンもロータリーのリーダーとなれるようにするための道をひらく」
４つめ「長年にわたるロータリーと国連との歴史的な関係に焦点を置く」さらに、より力強いロータリーを築くために会員増強、
地域社会とのつながりを広め、革新的な会員モデルを導入していくことを呼びかけられました。
そしてR.I第2500地区吉田潤司ガバナーの活動方針は「知らずて語れず」と５項目の地区目標を掲げられました。
次年度、モーニングロータリークラブは、ロータリーの礎となる「つながり」を会員同士が積極的に持ち、お互いの違いを超え、
深く、意義ある形で強いクラブを築くためにも、ロータリーを学び、ロータリーを語ることが、私たちのクラブにとって原点を見
つめる、大きな機会となるに違いありません。
創始からの伝統をしっかりと、継承・共有し、変えてはいけないものと変えなくてはいけないものをしっかり見極め。ロータリー
を楽しみ、ロータリーに誇りをもって次代へと「つなぐ」ために、私は温故知新（古きを温（たず）ねて新しきを知る）の精神で
一年間努めてまいります。
クラブ目標

1. 明るく元気で活気あるクラブ

《 次年度、理事、役員 》
直前会長
嵯城俊明 会員
会長
宮永憲一 会員
副会長
小川伸治 会員
幹事
大久保昌宜会員
会計
井上雄樹 会員
理事
河﨑高麗男会員
理事
桑原義彦 会員
理事
竹村陽子 会員
理事
武田昭宏 会員
理事
石川千賀男会員
理事
安井裕子 会員
理事
坂本信一 会員
理事・副幹事 林 雅美 会員
監査
安井裕子 会員
嵯城俊明 会員 以上１３名

2. 会員増強

3. 例会出席率１００％

4. My Rotary全員登録

クラブ管理運営委員長
小川伸治 会員
例会運営委員長
河﨑高麗男会員
親睦委員長
小林明睦 会員
会員組織委員長
嵯城俊明 会員
会員増強委員長
安井裕子 会員
会員研修委員長
竹村陽子 会員
広報ＩＴ委員長
坂本信一 会員
ロータリー財団・米山推進委員長
武田昭宏 会員
ロータリー財団委員長及び米山記念奨学委員長
林 雅美 会員
奉仕プロジェクト委員長
桑原義彦 会員
職業奉仕委員長
飯塚達夫 会員
社会奉仕委員長
小柳裕子 会員
国際奉仕委員長
竹澤元男 会員
青少年奉仕委員長
高見一典 会員
会場監督（ＳＡＡ）
竹村陽一 会員
以上、よろしくお願いいたします。なお、皆様におかれましては各セクション事の
早めの引継ぎをよろしくお願いいたします。

ニコニコBOX発表

木村和哉幹事

伊藤吉洋会員

大垣会長 佐藤幹事 本日はお越し頂きありがとうございます。
いつもお二人に引っぱって頂いて大変助かっております。今後とも宜しくお願いします。

飛弾野正幸会員

インドネシア旅行、皆様にお世話になり、良い勉強になりました。

竹村陽子会員

外国人技能実習生の受け入れでミャンマーに行ってきました。楽しみ半分切ない国でした。
平成31年4月11日 ニコニコBOX 3件 7000円 年度累計 238000円

