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第1148例会

10⽉の⽉間テーマ 経済と地域社会の発展・⽶⼭⽉間

平成29年１0⽉26⽇（⽊） PM6:30〜

本⽇の例会プログラム ３クラブ合同例会

場所

№ 15

花⽉会館

会⻑挨拶

会務報告

安井 裕⼦ 会⻑

井上 雄樹 幹事

皆様、お晩でござい
ます。モーニングＲＣ
安 井でございます。
本⽇我がクラブは１４
名で参加させて頂き
ました。東クラブ様、
ホストクラブの東北ク
ラブ様、
どうぞ宜しく

１） 国際ロータリー⽇本
事務局経理室より、
ロータ
リーレート変更通知
収
受。
1 1 ⽉１⽇ より１ド ル ＝
114円 （10⽉ 1ドル=１１
2円）
♦

お願い致します。
さて、
クラブ運営に於いての今年度も早いもので４ヶ
⽉が過ぎようとしております。私どもＭＲＣの現在の
活動をお話致します。

♦

ホストクラブご挨拶
旭川東北ＲＣ

我がクラブは今年度の最⼤重点項⽬を会員増強と
掲げております。会員増強委員⻑の元、様々な⼯夫
も凝らしながら取り組んでおります。

茶⽊ 拓治

会⻑

旭川東ＲＣの皆様、旭川
モーニングＲＣの皆様そし
て我が旭川東北ＲＣの皆
様こんばんは。

今現在結果は出てはおりませんが会員の⼊会声掛
けが少しずつ増加しており誘致率が上昇しておりま
す。熱⼼な誘致だけではなく、例会に招いてクラブの
顔を候補者にお⾒せする事で何かに気付いて貰え
たり、親睦と奉仕を深めていく中で候補者にご理解
頂けるようにしていく事が⼤切かと思います。

東クラブ、モーニングクラ
ブの皆様には花⽉会館ま
でおこし頂き有り難うございます。

今年度３名を⽬標としております。

先⽇の網⾛市での地区⼤会では⾏き、帰りそれぞれ
モーニングの安井会⻑、井上幹事様そして東クラブの
皆様と多少騒がしかったかもしれませんが⼤変お世話
になりました。網⾛市は⼈⼝３６，
０００⼈と旭川の１／１０
ほどですが、
ロータリアンを含めた網⾛市⺠の意気込
みを感じました。お陰様で楽しく思い出深い地区⼤会
となりました。

そして国際奉仕の分野では、昨年からの活動でタイ
のカンチャナブリに⽔の浄化装置を設置し綺麗な⽔
の供給の為の事業を⾏っており開始から2年越しで
ようやく完成し、
１１⽉１０⽇クラブから４名が完成式に
赴きます。
以上、
クラブの最新の活動情報です。旭川モーニン
グＲＣは会員が各々の役割を発揮し深い親睦を図っ
ております。
２５周年⾏事に向けて⼀丸となります。

さて、合同例会の挨拶で頭を悩ませながら机の書類を
⽚付けていましたら、私が東北ロータリーに⼊会した１９
９９年の道新の切抜きを⾒つけました。
ついつい当時を
思い出し読んでしまいました。切抜きは
「扉を開く 再
⽣！北海道」
と⾔うコラムで、倉本 總、堺屋 太⼀、永
六輔、五⼗嵐 広三、⼭⽥ 洋次とそれぞれ⼀家⾔ある
⽅のインタビュー記事のシリーズでした。内容はバブル
崩壊後の２１世紀の北海道の可能性についての提⾔で
した。
倉本 總さんは
「試される⼤地 北海道」
のキャッ
チフレーズの選考委員⻑だったと⾔うことで、新しい発

以上で簡単ではございますが、挨拶とさせて頂きま
す。

クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）
まで239⽇

♦
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は、
⼈ロ36万から34万が物語るものです。

想を発信するモデル地域として北海道が試されている
んだとの考えを⾔っておられました。
１８年前の提⾔では、
少⼦⾼齢化、⼈⼝減少などの今⽇的問題にはまだ触れ
られてはいませんでした。

要因は出⽣率の低下と若者の流出、
このままだと、
いず
れは活⼒を失い⾃冶体としての機能の維持が出来なく
なる。

ところで今年、新しいキャッチフレーズ
「その先の、道へ。
北海道」が発表されました。
ご存知の⽅も多いと思いま
す。
ちょっと分かりにくい分、意味深いという事になります
が、英訳のキャッチフレーズがあります。
「ＨＯＫＫＡＩＤ
Ｏ.ＥＸＰＡＮＤＩＮＧ ＨＯＲＩＺＯＮＳ」
となっています。
英語版の⽅がすっきりとイメージできます。私なりには
「北海道の可能性は無限に続く」
と解釈しています。
イア
ン・ライズリー会⻑が⾔う
「ロータリー：変化をもたらす」
から
「北海道：変化をもたらす」
（さすが。北海道）
と⾔う
のはいかがでしょうか。

⼀⽅恐ろしいことは
「⼰」⽣業が、⼈⼝減少により対価を
得る機会が縮み、
ロータリーの⽬的には、奉仕の理念を
奨励し、
これを育むことにあるが、
「 育む」
ことが困難で
理念に終わり兼ねない。⼦供を⽣みやすい環境を我々
ロータリアンも⽇常活動に於いて⾃冶体と⼀体なり政治
の中で形成して⾏くことが、
必要でないだろうか。
まちが元気なり、更に⾃分が元気になり、
そうして、
ロー
タリー活動に繋ができます。
今宵の3クラブの合同例会が親睦と、共通的な話題が
⽣まれ、我々のソングにある、
つくる友の輪に最も相応し
い場、
「ことわざ』
に(⼀⼈の親友は百⼈の親類にまさる)、
このような環境形成に期待しながら挨拶に代えさせて
頂きます。
有難うございました

という事でそれでは、本⽇は冬間近ですが秋の夜⻑の
夜間例会です。ゆっくりとお楽しみ頂きますようお願い
申し上げ会⻑挨拶と致します。
おわり

出席報告

旭川東RC
神村 武

会⻑

3クラブの皆さん今晩は、
ホ
ストクラブの東北さん、お
世話になり

本⽇の出席

第1148回例会 総員24名
10⽉26⽇ 出席14名
出席率 58.3％

修正出席

第1146回例会 総員24名
10⽉12⽇ 修正出席20名
出席率 83.3％

ビジター

旭川ＲＣ 2名 旭川⻄RC １名
旭川北RC 2名

メークアップ

10⽉20⽇ 武⽥ 昭宏・⾶弾野 正幸・⽯川
千賀男（旭川ＲＣ）
10⽉25⽇ ⾼⾒ ⼀典（旭川北RC）
10⽉26⽇ 宮永 憲⼀（旭川東北RC）

ます。
過⽇の選拳は突然でした
から、
「あ」
と来て
「あ」
と去
る嵐の様な感じをしました。
⺠意を反映と⾔いますが、
依然として低い投票率、私の知る限りでは⾝近な選挙
程、投票率が上がります、結果は国レベルの選挙は⾝
近で無く、
国⺠と乖離した状況が表れています。
ロータリアンは、政治的主題は禁⽌されています、従い
⼼得て遠ざけながら対応します、各政党・候補者の主張
の⼒点がどこにあり、
その政策が暮し等、⽇本・旭川の
に将来どう影響するのか。果ては、実現するのか、
しない
のか、今夜の話題位には、如何ですかと思つて居ます。
何故か、政治次第で⼈⼝減少に⻭⽌めかかり
「町」が
元気になる望みをかけてです。

11⽉中市内他ロータリークラブ例会変更通知

私は、上川総合振興局管内では、全ての⾯で富良野が
⼀番元気良いなと(農業と観光が特に）
⾒ていました。
然しそうでは無い⽅もいました。私の施設にお寺の住職
家族が泊りに来て、農業の規模拡⼤で過疎に拍⾞がか
かり、檀家が減り⼤変だと嘆いていました、⼈⼝集中の
札幌以外は、⼤なり,⼩なり此の傾向ですと話しをしてく
れました。
そこで思えるのは、旭川のデパートが撤退、札幌へ消費
者が流れるのをみても、⽣活を満たすことの出来ない我
が「まち」旭川に成りつつ有るのでないだろうか。
その証
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会場監督

鈴⽊ 哲様

乾杯

釈 英照様

懇親会司会

井上、安井

⽊村、⽵村

河﨑、⽵澤

林、⽯川

⼩林 睦明

佐々⽊ 浩⼀様

親睦委員

安井 裕⼦ ホストクラブ東北クラブ様、お世話になり
ます。楽しいひとときを。
林 雅美 本⽇の合同例会、お世話になります。
また先
週の⾼⾒農園移動例会の朝⾷最⾼！！でした。あ
りがとうございます。

嵯城

⽯川 千賀男 東北ロータリークラブの皆さん、
よろし
くお願いします。我がモーニングは来年6⽉に
25周年を迎えます。実⾏委員⻑です。
よろしくお
願いします。

今井

⽵澤 元男 東北RCの皆様、今⽇はありがとう御座居
ます。
３クラブ合同例会を祝して。
河﨑 ⾼麗男 本⽇は東北RCの皆さん、ホスト有り難
度ご座います。シッカリト親睦をさせて頂きます。
⽵村 陽⼦ 久々の合同例会、皆様にお⽬にかかれる
のを楽しみにして参りました。
⽵村 陽⼦ ⾼⾒農場での朝例会、寒かったけれど美
味しくて楽しかったです。ありがとうございました。

ニコニコボックス 10⽉26⽇ 7件 15,000円
年度累計⾦額 136,000円
⼩柳

福居

⼩林
-3-

旭川モーニングロータリークラブ

パターコンテスト

３クラブ会⻑戦

河﨑

次回ホストクラブ御挨拶

安井会⻑

裸⾜の⽵村

同じく安井

⼆次会は「瞬」にて

お元気なお三⽅に思わずパチリ
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