
 
  

       

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1231回 例会 № 8 

　8月の月間 テーマ 会員増強推進月間・新クラブ結成推進月間　
　 令和元年8月22日（木）　AM7:30～8:30 

   本日の例会プログラム  ガバナー公式訪問例会 場所 アートホテル旭川　2F　ローアン 
 

　　 

 

 

 

2019-2020年度国際ロータ
リー第２５００地区 
 
ガバナー　　　吉田　潤司様 
第三分区 
ガバナー補佐　石川千賀男様 
 
地区副幹事　　黒田　恒史様 
 
地区副幹事　　市橋多佳丞様 

　　     会長挨拶 

　宮永　憲一会長 

皆様おはようございます。 
  本日も例会のご参集いただきありがとうございます 
只今ご紹介させていただきました吉田潤司ガバナーをはじめ石川ガバナー補佐地区役
員の皆様に御来訪いただきまして改めまして厚くお礼申し上げます。 
  この新年度が始まってこのように吉田潤司ガバナー公式訪問を受けるとゆうことは大
変喜ばしいことであり、我々の1年に大変意義のある今日1日になります。この後、講
話をしていただくことになっております。 
今後の旭川モーニングロータリークラブ各委員会活動に参考とさせていただきます、
よろしくご指導いただけますようお願い申し上げます。 
吉田潤司ガバナーにおかれましては、多忙な日々が続くと思いますので、 
お身体に十分注意をなされましてご活躍されることを心よりお祈り申し上げます。 
　本日は、旭川モーニングロータリークラブにご来訪、そしてご指導をいただきまし
て大変ありがとうございます。以上をもって会長の挨拶とさせていただきます。 
では、本日もよろしくお願い致します。 

 
 
　　 



 
　　　　会務報告 

　　大久保　昌宣幹事 

１．清里ロータリークラブより、『創立５０周年記念式典・祝賀会のご案内状』　
　収受。 
　【日　時】 ２０１９年１１月１０日（日） 
　　　　　　　　 記念式典　午後２時～ 
　　　　　　　　 記念講演　午後３時１０分～ 
　　　　　　　　　　 祝 賀 会　午後４時３０分～ 
　【会　場】 生涯学習総合センター（小ホール・大ホール） 
　【登録料】 １０,０００円 
　　＊ 参加ご希望の方は、９月１０日までに事務局へご連絡下さい。 

　　　　 
　　　食事と懇談 

 

 

 

 

 

 

  

　　 
　 
 



 
　　　　       ガバナースピーチ 
 

 
  

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 



 
　　　　バナー交換 

 

 
　　ニコニコBOX発表　　 

小林　睦明親睦委員長 

石川　千賀男ガバナー補佐 
吉田ガバナーの補佐役に徹します。一年間どうぞ宜しくお願いします。 
宮永　憲一会長 
吉田ガバナー、石川ガバナー補佐、地区役員の皆様ご来訪いただきありがとうござい
ます。 
大久保　昌宣幹事 
吉田ガバナー、地区役員皆様2日間に渡りお時間いただきありがとうございます。 
竹村　陽一会員 
吉田ガバナー地区役員の皆様ようこそおいで下さいました。心より歓迎いたします。 
竹村　陽子会員 
吉田ガバナー、石川ガバナー補佐、副幹事の皆様、昨夕はありがとうございました。 
今日お帰りの道中くれぐれもお気をつけてくださいませ。 
河﨑　高麗男会員 
吉田潤司ガバナー公式訪問例会を祝して 
竹澤　元男会員 
昨日に続きガバナーと地区幹事さん御苦労様です。公式訪問を記念して。 
武田　昭広会員 
吉田ガバナー地区役員の方、石川ガバナー補佐、昨日は色々と御指導ありがとうござ
いました。体に気をつけてガンバッテ下さい。 
小柳　裕子会員 
吉田ガバナー、地区副幹事の黒田様市橋様本日はありがとうございます。 
安井　ゆうこ会員 
昨日は協議会お疲れ様でした、そして吉田ガバナー地区役員の皆様ようこそ我がクラ
ブへ本日例会、明るく元気に行きましょう。 
小川　伸治会員 
吉田ガバナー、地区役員、昨日はありがとうございました。 
飯塚　達夫会員 
吉田ガバナーをはじめ地区役員の皆様、昨日に続きありがとうございました。 
林　雅美会員 
吉田ガバナー地区幹事の皆さま昨日は協議会にお越し頂きありがとうございます。 
小林　睦明会員 
吉田ガバナー、地区役員の皆様一年間どうぞよろしくお願い致します。そして谷地元
さん本日はようこそお越し頂きました。 
吉田　潤司ガバナー 
ニコニコ頂きました。 
ニコニコBOX　８月29日１５件43,000　年度累計　87,000円 

　　出席報告  

 
河﨑高麗男例会運営委員長 

＊ 本日の出席 第 1231 回 例会 総 　 員 25 名 
8月 29日 出  　席 21 名出 席 率 84.00 ％ 

＊ 修正出席 第 1228 回 例会 総　　員 25 名 
8月    1日 修正出席 23 名修正出席率 92.00 ％ 

＊ ビジター　 ＲＩ第2500地区  
吉田潤司ガバナー  
黒田恒史地区副幹事  
市橋多佳丞地区副幹事  

＊ ゲスト　 タカハタ建設(株)　代表取締役社長　谷地元　憲次様  
＊ メークアップ 8/26 武田昭宏・小林睦明（旭川南ＲＣ）  

 
 
 



 
 
　　      　国際ロータリー第２５００地区　吉田　潤司ガバナー公式訪問クラブ協議会 
 

 
　宮永　憲一　会長 

クラブ協議会 
  本日は、国際ロータリークラブ第2500地区吉田潤司ガバナー公式訪問、クラブ協議会の開催
にあたり、只今ご紹介させていただきました。吉田潤司ガバナーをはじめとし石川ガバナー補
佐、地区役員の皆様には2500地区内の多くのクラブ公式訪問とゆう激務のご苦労を頂き、さ
らに地区活動を含め国際ロータリー活動におきまして多大なご尽力をいただき、心から敬意と
感謝を申し上げます。 
  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」提唱し、本日ご臨席いただきました吉田潤司ガバナーは「知らずて語れず」 
を提唱されています。 
  私は、当クラブの年間テーマを『ロータリーを学び　ロータリーを語り　次代につなぐ』を 
掲げさせていただきました。事業年度といたしましては2か月を過ぎようとしておりますが、
事業計画に基づき会員皆様の御協力をいただきながら進めてまいります。 
これから各委員長より活動計画を発表させていただきますのでよろしくお願い致します。 
活動方針 
  本年度、モーニングロータリークラブは、目標達成のため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、ロータリーを学ぶことが、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、「四つのテスト」を重んじ、例会では会員皆様が、明るく元気で活気あふ
れる活動になるように努めてまいります。　　 
最後に当クラブの目標は 
① 会員増強　40名 
② 四つのテストを重視し、いつも実施する 
③ 明るく元気で活気あるクラブ 
④ 例会出席率１００％（メイキャップ含む） 
⑤ My Rotary全員登録は今季7月中に全員登録完了いたしました。 

 
　　　      ※各委員会の活動計画内容は活動報告書に掲載されておりますので、今回、原稿頂いた委員会を 
　　　          載せてあります宜しくお願い致します。 

例会運営委員長　河﨑　高麗男 
 
吉田ガバナーには2500地区クラブ行脚にご享受、大変有難うございます。 
また随行の皆様も大変ご苦労様です。 
  私は例会運営委員会、委員長の河﨑髙麗男でございます。 
例会運営委員会は基本的に、新年度スタート前に一年間の例会プログラムの策定を求められておりまして、情報を提供し、会
員の意欲を促すような例会プログラムを立案することで、クラブ、地域社会、世界における奉仕活動への参加を増やす責務を
持っていると思います。 
「知らずて語れず！」　ロータリーを学び、ロータリーを語り、ロータリーを楽しみ、そしてロータリーに誇りを持とう！の
吉田バナーの地区方針、私の考えとピッタシと大変嬉しく思っているところで御座います。 
ロータリーを知らずしてロータリーを語ることはできません。 
しかし、一般の人々にロータリーを尋ねて理解されていないのは致し方ないとしても、昨今、ロータリアンでさえロータリー
を学び語り合うことが少なくなって来ていることは非常に残念に思っているところであります。 
私は、前年通りのプログラム踏襲でなく、時間いっぱい活用しての委員会スピーチや会員スピーチで情報提供と，ロータリー
特別月間にあわせ、各業界トップの方々を招きくゲストスピーチを計画し地域社会での夢の実現を享受させて頂こうと思って
います。 
合わせて情報共有の場を目指し、クラブ協議会では各奉仕委員会の事業の推進状況を確認しあい、クラブフォーラムでは会員
の声を反映できる時間を取り、クラブ運営にとプログラムを作成してみました。 
早速、今月は、メーキャップへの喚起と言う事で、宮永会長は、例会出席率100％をと目標に掲げています。 
そこで、ロータリーを勉強するためにも、休会クラブに出席サインをするのではなく2500Ｅクラブでのメーキャップをと呼
びかけて喚起している処で御座います。 
ロータリーに関する会員の知識を深め、明るく、楽しく過ごせる例会であり、出席率向上と親睦、ロータリーへの理解と資質
向上に努めていきたいと思っているところであります。　　 
終わります。 
 
会員組織委員会　委員長　嵯城　俊明 
 
  会員増強と会員研修は車の両輪です。ロータリーを知らずしてロータリーを楽しむ事も出来なければ 
他人にロータリーを勧める事も出来ません… 
我々のクラブには地域社会と繋がり、職業のネットワークを広げ、強くて末永い関係構築をする使命があります。 
そのためにも、より多様な会員に魅力を感じてもらい、積極的な入会を促す事が必要です。 
  しかしながら今日の若い職業人にとって、ロータリーが手の届きにくい存在となっているのかもしれません。 
その打破の為には、ロータリーは家族との時間を犠牲にするのではなく、家族との時間を補うような場を提供する必要があり
ます。クラブが温かく、みんなを受け入れるような雰囲気がれば、家族と奉仕活動は両立でき、家族志向の強い若い職業人も
受け入れられるのではないでしょうか。そして会員研修でロータリーの十分な知識を学ぶ事でロータリーを語る事ができ、楽
しむ事も出来て、それが退会防止と新入会員勧誘に繋がる事になるのです。 
その方針のもと、活動して参ります。 
 

 
 
 



 
 
 

会員増強委員長　安井　裕子 
 
   現在まで我がクラブの増強は委員長の旗振りが強力で活発に動員し、実績もしっかり付いています。 
将来性を考えたとき、新入会員の入会は不可欠です。ですが、会員の多寡だけでクラブの良し悪し 
が決まる訳では、決してないので、焦らず、一人でも多く、積極的にアプローチする事が不可欠です。 
アプローチ後、：例会にお連れする　：会員とのコミュケーションを図る　：奉仕活動にふれる　 
：入会のメリットだけではなく、工夫が必要な点は率直に説明する　：等を行い、私たちの旭川モーニング 
ロータリークラブを理解頂く必要があると思います。その為にも会員各位に再度、誘致を積極的に促し、 
具体的に働きかけて頂きます。 
併せて例会出席状況を把握し、きめ細やかな配慮で、退会防止に努めていきます。 
改めて、候補者には、宮永会長、安井が同行して動員に全力で臨みます。 
 
ロータリー財団・米山推進委員会　委員長　武田　昭宏 
 
  ロータリー財団の地区活動目標、奉仕事業に積極的な参加を財団、米山に関心を持ってポリオに終止符を！ 
ポリオ撲滅の実現には資金が必要です。私たちは９９％ポリオの撲滅に本当に近づいています。完遂することは大きな仕事で
すが努力を惜しまなければ実現可能ですとビル・ゲイツ財団が声を大きくして言っています。又ビル・ゲイツ財団は今後３年
間でロータリーがポリオのために集める資金に対して２倍の上乗せを行い確実に援助していきます。 
年間5000万ドル６０億円です。（予防接種）毎年４億人の子供たちに実施しています（改善）新しい症例を見つけ野生ポリオ
ウイルス検知のサーベランスとモニタリングの質を改善しています（雇用）すべての子供たちにワクチンを届けるために１５
万人以上の保険従事者が必要です。 
  世界で現在ポリオ患者が常駐する国が１９８８年当時１２５カ国３５万人１０年後が１９９８年３０カ国２万人大幅に減少
しました２００３年２は６カ国７８４人２０１５年では３カ国７４人の報告までになりました。アフガニスタン、パキスタ
ン、ナイジェリアです。日本では１９４７年初めてポリオ患者発生１９６０年大流行５６０６人１９６２年ソ連、カナダから
ワクチンシロップが輸入されその後３年間で効果目覚ましく流行は阻止され大きな成果が上がりました。 
日本では２０００年にポリオ根絶宣言を出し現在日本では発生していません 
 
奉仕プロジェクト　委員長　桑原　義彦 
 
  奉仕プロジェクト委員会は、このあと発表します４つの小委員会で構成されています。職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青
少年奉仕でありますが、単にこれまでモーニングロータリークラブとして実施してきた奉仕活動を継続させるというのではな
く、日々変動を続けている社会環境に対して、本当にその事業は必要なのか、必要ならもっと効果のあがる方法がほかにない
かどうか、そうしたことを自由な視点で討論しながら、よりよい奉仕活動を展開・支援したいと考えています。 
一例ですが、毎年恒例となった春秋のごみのポイ捨て禁止運動は、今では大きな市民運動に発展し、結果として拾うごみの量
があまり無いという状況になってきました。スタート当初と同じあり方では、意義が薄れる場合もあるということではないか
と思います。 
  また、継続事業の評価や見直しの際、新旧の会員間に生じがちな現状認識の違いに配慮し、会員それぞれの経験や持ち味を
活かす形での奉仕活動になったとすれば、ロータリアンとして、より楽しくプロジェクトに取り組めるものと思いますので、
親睦委員会や広報IT委員会のご協力を得ながら、コミュニケーション良く運んでいきたいと思います。 
ここからは各小委員長の発表に移ります。 
 
職業奉仕委員長　飯塚　達夫委員長 
 
  活動計画書にも記載致しましたが、職業を通して奉仕の理念を実践する立場から、例会での四つのテスト唱和、地域の事業
所見学、メンバー間の職業上の情報交換を進めていきたいと思います。 
  事業所見学では昨年度はキョクイチさんの新装まもない卸売市場を、その前は旭川養護学校でしたが、今年度は（これから
の交渉次第ですが）、もしも可能であれば、災害復旧や農業分野でも注目のドローン見学会などを開催してみたいと思いま
す。話題の分野ですから、会員に限定しないで、会員外にもひろげられる可能性があります。ロータリーの人脈を活かして見
学対象を絞りこんでいきたいと思います。 
  毎週の例会にせっかく集うメンバー同士ですから、お互いにどんどん自社のピーアールをして、専門分野で相談しあう関係
をさらに深化させてみたいと思います。よろしくお願いします。 
 
社会奉仕委員会　委員長　小　柳　裕　子 
 
  今年度、社会奉仕委員会・委員長を仰せつかりました小柳でございます。活動計画書にも書いてありますが我がクラブが長
年にわたり継続している社会奉仕活動には１．ゴミのポイ捨て禁止啓発運動への参加２．ボランティア塗装への参加３．命の
電話への支援協賛があります。 
  去る5月１２日（日曜日）に１３名で旭川市主催の「ゴミのポイ捨て禁止啓発運動」に参加致しましたが、今年度も秋・来春
の2回、ピンクのモーニングのジャンパーを着て国際ロータリークラブと我がクラブの認知度をあげる広報活動も兼ねて参加
したいと思っております。 
  また、ボランティア塗装は今までに常磐公園のベンチ、春光台公園・神居の杜公園の遊具の塗装を幾度となく北海道建築士
会と塗装業界さんと協力して活動してまいりました。今年度は当クラブ会員の飛弾野塗装さんのお力をお借りして塗装協会青
年部さんと共に旭山動物園の塗装活動に会員のご家族も参加して頂き、取り組んで参りたいと思います。また我がクラブが継
続して参りましたいのちの電話への支援協賛も継続して参ります。 
この我がクラブの奉仕活動について、新たな奉仕活動の形は無いか等をクラブ内で話し合う時間を持てたらと考えておりま
す。 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
吉田　潤司ガバナー 

ガバナー総評 
  ちまちました目標をたてるな、大きな目標をたてろ、増強モーニングは４０名目標にして下さい。６
０名と言いたがったが４０名で頑張って下さい。私は活動計画書を見て気が付きましたが１０年間で６
２人入会して６０人が退会している。何でこうなるのか自然退会は仕方ないが２０名残って居れば４５
名のクラブになっている、退会をいかに防ぐ事が絶対に大事なことですこれお是非お願いしたい。 
プログラムを組む話をしてましたが良いプログラムってないんですよね,プログラム委員会が一生懸命
会員のためになるのか会員に喜んで貰える物を作ろうと思うのが良いプログラムなんです。会員が皆が
そういうのを作ったらプログラム委員会の姿が見える。プログラム委員会はそういう自信を持って下さ
い。良いプログラムというのは会員に喜んで皆で考えるのが良いプログラムだという事で自信を持って
作って下さい。 
  会員増強は焦ってやって下さい１年間で会員40名にやるからには焦って４０名やらないと出来ませ
ん。結果はどうなるかは分かりませんがクラブで皆が４０名と約束したんなら名誉にかけて増やす気持
ちに焦ってなってやらないと、一度どんと増えますと自信が付きます。会長は毎例会４０名が目標だと
言いなさい言うことによって皆の意識付けなる是非焦ってやる位の気持ちで一年間一度ですね４０名の
大台に乗ればこれは旭川でも有数のクラブになります。そして長期的戦略目標をたてて5年後６０名１
０年後１００名と目標をたてる。女性は会員増強に向いています。押しは絶対に強いので女性の力を増
強に使って下さい。女性増強委員長は最高に良いことです、頑張ってください。 
会員研修委員会、研修はすごく大事です、新しい会員はロータリーが分からないとから止めてしまう、
新しい会員が入った時は研修をきちっと遣ることが大事です。そのためにもモーニングの研修マニュア
ルがあると思いますがまずそのマニュアルをきちんと整備して下さい。何を教えるか決めないとなりま
せんロータリーの事モーニングロータリーの事ロータリアンの義務そんな事をきちんと教えて時間もき
ちんと設定して下さい。１時間なら1時間と決めてきっちりとやらなければダメです。３年未満の会員
は年に２回アカデミーみたいなのを作って研修をする。１０年未満の会員にはこうすると言ったマニュ
アルを作って下さい。 
  広報委員会マイロータリー登録１００％有難うございます。クラブによれば３０％位しか登録がない
んですよガバナーでもやってない人がいただいぶやらなきゃダメですよやりました。登録したら是非マ
イロータリーをよく見て活用して下さい、良いことが沢山載ってます。それから広報にマスコミを一生
懸命使って出して下さい。出来るだけ取材をお願いして下さい。FAXを流して教えて下さいそう言う癖
を付けて下さい。マスコミを大いに活用して下さい。 
  ポリオはナイジェリアはこの２年位で無くなったそうです。ポリオはロータリアンの調べた話ばかり
なんですよね外から見てロータリーがどうか分からないこの度地区大会はロータリーがポリオにかか
わった責任者だった尾身さんと言う方に来てもらってその方にロータリーがどう関わったかその経過と
現在の状況ををお医者さんですからどうして最後の撲滅が出来ないのかそういう事を含めてお話しして
頂きます最後の一人を減らすと言うのはものすごい労力がいるそうです。 
  奉仕プロジェクト、ロータリーはお金に限りがありますから、身の丈にあった事をしなさい。 
これは一番大事な事だなんですよね。色んなクラブを回りましたがあるクラブはこれは何十年とやって
ますのでクラブの宝なんですよと、でも奉仕事業はそんな事は求めていません、単年度でやって常に新
しい物に挑戦しなさいと書いてあるですね、でも継続事業も悪い事ではないんですね。 
あるクラブでは素晴らしいアイディアを持ったのが、会長年度の前に自分の年度になったらどうすれば
良いのか皆にアイディアを求める発表しまして会員皆が投票してするんですね、それで一位になった事
業をやるとそうすると皆で考えた事業なんでアクティブになってやってますね。考えてる最中も楽しい
ですけれども皆で決めた事なのでアクティブになる。これを何年もやってると話してました。 
素晴らしい考えだなお金を集めながらやっている募金をもらいながらやっているあれは素晴らしい事だ
と思います。そうするとクラブの負担にならないしそうゆう風にやって継続するというのはある意味
ロータリアンの得意としているこれはすごく大事なことで是非進めてください。 
それから社会奉仕活動の遊具の塗装活動は補助金の事業になるかもしれません、会員に塗装業の人がい
て皆でペンキを塗ってそうするとロータリアンが汗を流してやる事業が１番ですね大いに補助金の活用
が出来るんじゃないでしょうか。 
  国際奉仕のお仕事も大変すばらしい仕事です是非続けてやってほしいです。 
青少年委員会でライラセミナー参加、インターアクト、ローターアクトが終了したのは残念だったです
けれども国際協議会に行くと今年からローターアクトが参加しているんですね、１２のグループに２名
参加しまして、何日か研修しましてそのあとで東京に帰って来て会いましたけど、アクトの人は素晴ら
しくて物の考え方が違うそれから発表の仕方が質問に対する受け答え非常に良く出来ますね。 
ライラに参加して色んな人に会って素晴らしい考えの人の事をきいてそういう事が勉強になりましたと
言っていました。すごく役立つ事業なので是非これもやって下さい。 
青少年はセクハラには十分に気をつけてください。裁判の例もあります裁判になると長くなります。 
  SAAの方にお願いしたいんですけれど、SAAはクラブの品格を作る一番大事な役目です。必ず例会に
対しまして私語を慎むだとか、夜間例会の時など会長やゲストがまだ話しているのにいやー食べようだ
とか飲もうだとかこういう行儀が悪いことは絶対ダメです。こういうのを取り締まって下さい。品格の
あるクラブは絶対に必要なんですねそのためのSAAです、それからバッジを必ず付けてください。バッ
ジを付けてない会員にはバッジを付けなきゃダメだよと、いくら重鎮でも言ってあげて下さい。許して
しまうと皆がだれてしまいます、バッジを触って自分は良くないことをしていないか、自分はロータリ
アンとしての誇りを持っているか確認したと松下幸之助さんも言っていました。必ずバッジを付けて下
さいと言って下さい。クラブの品格を作るのはSAAです。頑張ってください。 
  会計には健全な会計をお願いします、入金よりも出金を厳しくチエックして下さい。突発的な出金が
ある時は出来れば出金の前にクラブの皆に流してもらって問う位のそのぐらいに出金は注意して下さ
い。 
いずれにしても明るいクラブですね、活動報告書につきましても問題はありません。素晴らしいクラブ
です。ただ増強ですが４０名達成して下さい。６０名８０名のクラブになっていただきたい。 
それにしても感想は素晴らしく良いクラブだと思います。 
このまま続けて貰いたいと思います。以上です 

 
 
 
 



 
 

 

 
石川　千賀男 
第三分区ガバナー補佐 

講評 
わがクラブお花が自慢です１２クラブ回りましたがこれだけの花でお迎えしているクラブは
ありません。それとロータリー財団、米山が、きちんと書いてあります、目標が明確に一人
あたり２００ドル以上、米山は１万以上と書いてあります、これは他ではなかったですね他
よりも目標は高いと方だと思います。 
社会奉仕活動はこれは家族を連れてきて皆で一緒にやるんですね、あのスタイルは外から見
ても、ほのぼのとした、ああいう形で続けて行くのは良いですね。 
国際奉仕の補助金は間に合わないかもしれないが、向こうとの友好クラブから是非という事
なので、補助が出なければ我々の中でやらなければならないのでｍ皆と相談しながらやりた
いと思います。 
広報はもっとマスコミに知らせて、道新や北海道経済、メディア旭川など上手く使って広報
してほしい。 
また今日は色々とガバナーありがとうございました。 

 

 
宮永　憲一会長 

謝辞 
本日は、吉田ガバナ―、石川ガバナー補佐、地区役員の皆様と大変有意義な時間をいただき
ましてありがとうございます。 
また、身に余るお言葉と今後の活動に数多くの指針を賜りましたこと厚くお礼申し上げま
す。 
旭川モーニングＲＣはガバナーのご指導に基づき、今年度活動を行ってまいります。 
ロータリーを学び、ロータリーを語り、ロータリーを楽しみ　そしてロータリーに誇りを持
ち、明るく元気で活気のあるクラブで会員増強を軸に活動してまいります。 
今後もご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 
本日は貴重な時間をありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 


