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6月の月間 テーマ

ロータリー親睦活動月間

令和2年６月4日（木） 7：30～8：30

本日の例会プログラ
次年度会長幹事活動方針
ム

会長挨拶

場所

32

アートホテルズ 2Fザ・ウエストルームI

宮永 憲一会長

皆様おはようございます。
3か月ぶりの例会にご参集いただきましてありがとうございます。
さて、ご周知のように世界中で想像を遥かに超えて猛威を振るっている新型コ
ロナウイルスでありますが感染の状況が少しずつ沈静化し、政府の緊急事態宣
言も解除されました。
旭川市では現在感染者はいないようですが、札幌をはじめ道内でも第2波、第3
波と想定されることから旭川市も決して安心できる状況ではございません。
このような状況の中、当クラブの例会につきましては、３月４月５月にわたっ
て例会を休会することとしました、会員の皆様と大切なご家族、会社の従業員
の皆様を目に見えないウイルスから守るため、安全と健康を確保するため考え
た末での苦渋の決断でした。会員の皆さまにはご理解頂きましたこと深く感謝
いたします。本日の例会は、感染を防止するために『密会』『「密集」『密接』の三密を避けて、国歌、ロータリー
ソングは歌わず音楽のみ、食事もお持ち帰りいただいて、例会時間も少し短縮しまして行いたいと思っております。
平凡な日常がどれだけ尊いものだったかを教えられ、普段では忘れてしまいがちな大切な事に気付く毎日です。
なかなか終息の光が見えてこない状況ですが皆様と一緒に乗り切ってロータリー活動が満喫できる日常を願います。
では本日もよろしくお願い致します。

第１２５５回例会 会務報告 大久保 昌宣幹事
１．公益財団法人 米山梅吉記念館より、『館報 Vol.35 春号』収受。
２．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より、『ハイライトよねやま Vol.２４０～２４2』
収受。
３．市内ロータリークラブより、２月分クラブ会報収受。
４．旭川市国際交流委員会より、『ＡＩＣ ＮＥＷＳ』収受。
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次年度会長・幹事活動方針
木村 和哉次年度会長
「未来へ紡ぐ」モーニングロータリー
2020-21年度国際ロータリー ホルガー・クナーク会長は、テーマを「ロータリーは機会の扉
を開く」と掲げられました。このテーマは、ロータリアンがリーダーシップを強化する機会を
つくり、奉仕の理念を行動へと移し、支援を必要とする人びとの生活を向上する活動を行うよ
うロータリアンを喚起しています。また、無限の機会の可能性があるロータリーに、新会員
（特に女性会員）を新しい友人として迎えるため5年後のクラブを計画し、この計画により
ロータリーがより大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、参加者の積極的なかかわりを促し、適応力を
高めていくことこそ成長につながると仰いました。そして、RI2500地区松田英郎ガバナーの地区テーマは「ランク
アップしましょう」と掲げられました。これは、今までの活動加え、もう少しの「ランクアップする」を意識するこ
とでクラブの活気・元気につながると仰いました。今年度のモーニングロータリークラブは、より強固な絆を築き、
より元気で活気のある楽しい例会を心がけたいと思っております。そして、５年後にどのようにクラブとしてランク
アップできるか全会員が楽しみながら未来へ紡ぐ一年間を務めて参りたいと思っております。
① 四つのテストの実行 ② My rotary全員登録 ③ 新会員の増強 ④ 戦略立案会議
次年度の活動としては、このコロナウイルスの中では思うようにはできません。3クラブ合同例会もすべて中止にな
りました。モーニングとしても当面の月二回の３密にならない例会の実施、夜間例会の中止、イベントの延期または
中止等になり、最優先は「会を維持すること」「会員を維持すること」を活動の中心にしたいと思っております。今
後、再度緊急事態宣言等発令されれば、休会になりますが、月に一度はオンライン例会を開催したいと思っておりま
す。皆様ZOOMのご準備をお願いいたします。また、「戦略立案会議5年後のクラブ」と題しまして、新しく楽しく
有意義な時間を過せるクラブにランクアップしていく会議の時間を数回にわたり設けます。良いものはいいですし、
新しく変革することがあれば、積極的に変えて行く、そのためにBS法を継続しながらご意見をいただけたらと思っ
ております。
そのような中ですが、会員の皆様のご理解とご協力のもと精一杯会長を務めさせていただきたいと思っております。
宜しくお願い申し上げます
坂本 信一次年度幹事
おはようございます、お久しぶりです。お元気なお顔を見れて大変嬉しいです。コロナ禍の中で皆さんご苦労されて
いると思いますが、ロータリーも今後どのような運営方法になるのか分からない事ばかりです、その中で幹事と言う
大役を仰せつかりましたのでなんとか木村会長について行きながらしっかりとサポートして、自分なりに出来ること
を一生懸命にやって行きたいと思います、5年おりますが分からない事ばかりなので、皆さんのご指導とご協力をお
願いいたします。是非とも楽しい会にして行けたららと思います。

ニコニコボックス 桑原 義彦親睦委員長
宮永 憲一会長
３ヶ月ぶりの例会にご参集いただきありがとうございます。皆様と一緒に乗り切りましょ
う。
武田 昭宏会員
久しぶりの例会元気が出ます。今後共メンバーの皆さんと共にコロナウイルスに打ち勝って
行きましょう。
その間３年がかりの営業で大型物件を受注しました、旭川市総合庁舎新築電気工事AI区を
775,000,000円で受注しました、安全に気を付けて立派に完成させていただきます。
飯塚 達夫会員
皆さん、お久しぶりです、ご無事で何よりです！
谷地元 憲次会員
皆さんしばらくぶりですが、新型コロナ感染で、世の中ひへいしておりますが、もう少しの辛抱です頑張りましょ
う。これからも宜しくお願い致します。
石川 千賀男会員
再会を祈念して、コロナに負けず頑張ろう。
河﨑 高麗男会員
皆さんお久し振りでございます。コロナウイルスに負けずお会い出来た事に感謝して、ロータリーライフを楽しみま
しょう。
桑原 義彦会員
皆さん生きてますか、新型コロナに負けないよう頑張りましょう。又宜しくお願い致します。
小柳 ひろこ会員
皆様お久し振りです。福井製餡さんのあまびえまんじゅうです。コロナに負けずに乗り切りましょ
う！

委員会報告

竹澤 元男国際奉仕委員長

切手・はがき・落穂募金 回収のお願い
「飢餓・病気・ストリートチルドレンのために」奉仕活動の一環として、日頃よりご協力を
いただきありがとうございます。
今年度も皆様のご協力をお願い致します。
書き損じはがき・使用済み切手・テレホンカード・落穂募金・リングプル
6月中の例会にお持ちください、25日の例会終了後に仕分け作業を行いますのでお手伝いよろしく
お願いいたします。

出席報告 河﨑 高麗男例会運営委員長
＊ 本日の出席
％
＊ 修正出席
95.65％
＊ 修正出席
％
＊ 修正出席

第1255 回 例会総

員

23名 6月 4日出

席 19名

出 席 率 82.61

第1251 回 例会総

員

23名 1月30日出

席 22名

出席率

第1252 回 例会総

員

23名 2月 6日出

席 22名

出 席 率 95.65

第1253 回 例会総 員
23名 2月13日出 席 18名
出 席 率 78.26
％
＊ 修正出席
第1254 回 例会総 員
23名 2月20日出 席 21名
出 席 率 91.30％
＊ 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 2/27 石川千賀男（旭川東ＲＣ）4/7 石川千賀男（旭川
西ＲＣ）4/9 石川千賀男（旭川東北ＲＣ） 4/15 石川千賀男（旭川北ＲＣ）

退会挨拶 橋本 忍会員
皆様おはようございます、私一身上の都合により６月３０日を持ちまして退会させて頂く事に
なりました。
在籍中には何かと皆様方にはご協力賜り感謝申し上げます。特に入会時に推薦頂いた竹村会員
と石川会員には道半ばで退会してしまうことをお許し頂き感謝致します。ロータリアンとして
いた奉仕の精神を今後の人生の糧として活かしていきたいと思っております。退会しました後
も違う形で奉仕活動もやって行けたらなと思っておりますのでまた何かご協力出来る事があり
ましたらお互いに私の方もお願いすることがあるかもしれませんし、退会しましたからと言っ
てロータリークラブの活動に興味が無くなった訳でもあ御座いませんし何か協力出来ることが
あればご連絡いただきたいと思います、最後になりましたが皆様のご健勝とご活躍を心よりお
祈り申し上げます。今迄本当にありがとうございました。

「四つのテスト」
～ロータリアンが生活や仕事の場面で常に
おぼえておくべき４つの問い～
皆様の「四つのテスト」カードを送ります。
常に持ち歩いていただくことを望みます。
もし腹が立ったら・・・
クレームを言いたかったら・・・
自分の思いと違っていたら・・・
カードにそっと触れてみてください
言行はこれに照らしてから
１.
２.
３.
４.

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

2020年５月３０日
ガバナー 吉田 潤司
ガバナー月信６月号に「四つのテスト」について
の私の寄稿しております。是非お読み下さい。

久々の会長・幹事

さわやかな朝の受付の皆さん

初めての学校形式

小柳

ひろこ会員からの差し入れ

福井製餡さんのあまびえ饅頭
あまびえは日本に伝わる妖怪
江戸時代後期に肥後の国に夜ごとに
海に光り物が起こったため、土地の
役人がおもむいたところ、あまびえ
と名乗る物が出現し、役人にたいして
「当年より６ヶ年の間は諸国で豊作が
つづく。しかし疫病も流行るが、した
ら、私の姿を描き写した絵を、人々に
見せよ。」と予言めいたことを告げ海
の中へ帰って行ったとされる。
ごちそう様でした。

