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会長挨拶 木村和哉  おはようございます！ 

先月 10 月 25 日日曜日に「水資源保護活動、千鳥ケ池浄化・広報修復プロジェクト」の

広報モニュメントお披露目と引渡セレモニーを無事終えることが出来ました。ご参加ご協力

いただきました皆様に感謝申し上げます。また当日は雨模様でしたが、活気ある旭川龍馬

の会の皆様にもご参加いただき有意義なセレモニーになりました。 

そして何より河﨑広報 IT委員長お疲れ様でございました。 

 さて、新型コロナ関連ですが、北海道知事が北海道警戒ステージを 1 から 2 に引き上げました。現在、実際の数値を当て

はめるとステージ 3です。クラスターは 10月だけで 30件以上にのぼり、鈴木知事は、これ以上、感染が拡大した場合には、

不要不急の外出自粛もお願いせざるを得ず、道民と危機感を共有しながら、感染拡大防止に集中的に取り組む必要がある

と述べました。道保健福祉部の技監は「感染者が増えている原因は断定できないが、寒さがある程度関連しているかもしれ

ない。全道どこでも非常に危険な状態になっている」と危機感を示されております。 

旭川でもクラスターが発生し今後感染減少になる要素は少なく、増加傾向は変わらないと思います。最後に、本来であれば

警戒ステージ 3 または旭川にてクラスターが発生した場合オンライン例会を検討しておりました。私たちには補完的ではあり

ますが ZOOM があります。状況を鑑みてからになりますが、次回の例会以降しばらくの間 ZOOM 例会になる可能性もありま

す。FAX と LINEの通知を気にしていただき、皆様準備をお願い申し上げます。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

広報ＩＴ委員会 委員長 河﨑髙麗男 

先月 10 月 25 日（日曜日）に今年度の広報ＩＴ委員会企画の奉仕活動 『水資源保護、千鳥ケ池浄

化・広報モニュメント修復プロジェクト』 完成引き渡し式、雨の中での出席ありがとう御座いました。 

お陰様でモニュメントも真新しく  

“とどけよう きれいな地球を 未来まで 千鳥ヶ池の清き水辺を“  

と輝いています。 

当日セレモニーには、第３分区竹内遵ガバナー補佐と、 

旭川市を代表して担当土木部田島章博次長が出席、旭川市長

よりの感謝状を木村会長に伝達され、また。石川会員が主管し

ている龍馬の会青年部の皆さんが駆け付けて頂き大変盛会に

終了した事に感謝いたします。    

翌日旭川市土木部田島章博次長より電話を頂き、大変良い

セレモニーで今後ともに水資源・環境などの活動に益々の繁栄

をと、お言葉を頂戴いたしました。 

また、本日コピーでお渡ししております 29 日の北海道新聞夕

刊に千鳥ヶ池守るパネル新調 旭川の奉仕団体がお披露目と

掲載されていましたので報告いたします。 
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2500 地区ガバナー 

ランクアップをしよう 

松田 英郎 （富良野） 

 

会務報告 幹事 坂本信一 

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のお知らせ収受。 

＊２０２０年１１月 １日より １ドル＝１０４円（１０月＝１０５円） 

２．青森モーニングロータリークラブより、事務所移転のお知らせ収受。 

   【新住所】〒０３０－０８１２ 青森県青森市堤松町１-１-２３ ホテル青森 ２階 

   ＊ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールアドレスは変更ありません。 ＊１０月１９日（月）より。 

委員会報告 

今月の誕生祝い 記念品贈呈 

・小柳 裕子  会員 （3日）   ・河﨑 髙麗男 会員 （12日）  

・高見 一典  会員 （12日）   ・竹村 陽子  会員 （24日） 

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixta.jp%2Ftags%2Fhappybirthday%2520%25E3%2581%258A%25E8%25AA%2595%25E7%2594%259F%25E6%2597%25A5%2520%25E3%2583%258F%25E3%2583%2583%25E3%2583%2594%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2590%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2587%25E3%2583%25BC%2520%25E8%25AA%2595%25E7%2594%259F%25E6%2597%25A5%3Fsearch_type%3D2&psig=AOvVaw2FbST5IgQyeuLxx52uy2MH&ust=1604800892360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD4zMKr7-wCFQAAAAAdAAAAABAK


 

臨時総会  木村和哉会長 

それでは臨時総会を開催いたします。本日の出席は総員 22 名のところ、21 名

の出席で総会は成立します。旭川モーニングロータリークラブの定款及び細則に選挙と任期につい

て規定があり、本日はそれを遂行します。今年度の年次総会は 12 月 3 日に予定しており、その 1

か月前に会員は次々年度の会長を選挙または指名委員会で決定するかを決めて年次総会に備え

ることとされています。この年次総会では次々年度の会長の選出、及び幹事、会計の候補者を立てることができるとされてい

ます。まず、ここでお諮りするのは、立候補選挙制にするのかまたは指名委員会にて決めるかの方法を決めたいと思います。

いかがでしょうか？   ～例年通り、指名委員会にて会長選考することに全会一致で承認～ それでは指名委員会にて会

長選考することに決定いたしました。指名委員会のメンバーは、現会長・会長エレクト・直前会長の 3 会長といたします。また、

現幹事は書記兼オブザーバーとして出席いたします。それを踏まえまして、12月 3日の年次総会にて次々年度の会長を指

名します。指名委員会は 11月 19日例会後に開催いたしたいと思いますが、状況によりオンラインまたはメールにて行うかも

しれません。これにて臨時総会を閉会とます。ありがとうございました。 

委員会スピーチ  ロータリー財団委員長  伊藤 吉洋 

ロータリー財団は非営利財団で、慈善活動を目的とする公共慈善団体であり、管理委員

会に よって管理されています。ロータリー財団の世界本部はアメリカイリノイ州工バンストン

にあり、協力財団として、日本、オーストラリア、プラジル、カナダ、ドイツ、インド、イ ギリスに

設けられています。 ロータリーの目的を推進するための単独の信託機関として、全資産を

維持、投資、管理の運営をしています。ロータリー財団の使命は、世界で健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を

救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。  代表的なのは、ポリオ撲滅だと思います。

またポリオ以外にもハリケーンに見舞われた地域社会の復興支援や、難民を支援する医師のボランティアネットワークの構築

等にも寄付金を活用しています。皆様からの寄付で世界にもたらす影響として ① わずか 60 セント（日本円にして 62.4 

円）で 1 人の子供をポリオから守ることができます。➁ 50 ドル（日本円にして 5,200 円）で、水を介する疫病から人々を

守るために安全な水を提供することができます。③ 500 ドル（日本円にして 52,000 円）で、いじめ撲滅キャンペーンを立

ち上げ、子供たちに安全な環境をつくることができます。このように、私たちの寄付により沢山のできることがあります。 

また、ロータリー財団は補助金を授与して様々な分野への支援も行っております。2018 年会計年度、ロータリー財団は 

1,306 口合計 86,677,399 ドル（約 900 億円）を授与しています。内訳分野としては、 ① 疫病の予防 (3 億 5000 万

ドル＝ 370 億円） ② 安全な水の提供 (1 億 8000 万ドル＝195 億円） ③ 教育の支援 (1 億 900 万ドル＝114 億

円） ④ 地域経済の発展 (1 億 500 万ドル＝ 109 億円） ⑤ 母子の健康 (7000 万ドル＝ 74 億円）等です。ロータリ

ー財団の使命を行うためには、皆様からのご寄付が必要です。 11 月 18 日の例会にて、寄付を募ります。  

今年度は新型コロナウイルスの流行もまだまだ続いており、新型コロナウイルスも疫病の一つだと思います。 医療関係や

私たちモーニングロータリー会員にも多数いらっしゃる介護事業者の方が使用するサージカルマスク・使い捨てガウンも価格

が高騰し、使い捨て手袋については春先のマスクのように価格が流行前よりも現在で 6 倍となっております。さらに手袋に

関しては今後さらなる価格高騰もと言われていますし、数量も入荷数が少なく難しい状態です。 

ロータリー財団の補助金が使用されるのを期待しています。お一人でも多くの方からのご寄付をよろしくお願いいたします。 

本日の例会朝食 （洋食）  

何時も美味しく有り難うございます。

コーヒー、ミルク、ジュースはセルフ 

＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 

 出席報告をするする小柳例会運営委員長  

＊本日の出席 第 1267 回 例会 総員 22 名  

出席 21 名 出席率  95.45％  

＊修正出席  第 1265 回 例会 総員 22 名 

10 月 1 日分  出席 19 名 出席率  86.36％ 

＊ 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 10/25 ・飯塚・石川・河﨑・木村・小柳・坂本・武田 

・飛弾野・宮永・谷地元 （モニュメント引き渡し式） 

10/28 ・安井裕子（旭川北ＲＣ） 

 

 

 

プログラム 

 

ニコニコ BOX＊11/5分                 ニコニコを紹介する桑原親睦委員長 
河﨑髙麗男 ： 広報モニュメント修復プロジェクト引き渡しセレモニー、雨の中、出席頂きました皆様 

ありがとうございました。翌日、旭川市土木部次長よりＴＥＬ有り素晴らしいセレモニーと感謝の言葉を 

頂きました。また、29日（土）の北海道新聞夕刊に“千鳥ヶ池守パネル新調”掲載紹介されていました。 

＊本日誕生祝いを頂き有難う御座います、傘寿を迎えました。 

ニコニコ  3,000 円

   
    96,000 円 
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