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例会日：2021 年 01 月 07 日（木）時間：7:30〜8:30
例会場：
ＺＯＯＭ
リモート例会

R I 会長：
ホルガー・クナーク（ドイツ） クラブ活動方針

『未来に紡ぐ』

2500 地区ガバナー

ランクアップをしよう

クラブ会長 ：木村 和哉 ・ 幹事 坂本

会長挨拶 木村和哉
おはようございます！
皆さま 新年あけましておめでとうございます。2021 年もよろしくお
願い申し上げます。さて先月 12/22 に青森モーニングロータリークラブ
の直前会長新岡様より「旭川は新型コロナの影響で何かとメディアでも
連日報道されているかと思いますが、何かお力になることはございませ
んか？」とご丁寧にお電話いただきました。私の方からは「今は特にあ
りませんが、お気持ちが大変うれしく思います。
」と返答しております。
「いつでも携帯に連絡ください」と
のことでしたのでご報告いたしました。モーニングシスタークラブの絆を強く感じました。余談ですが、青
森国際ホテルがコロナの影響で経営破綻により例会場が変わりましたと仰っておりました。その新型コロナ
ですが、旭川では収束の気配がありますが、まだまだ安心できない状況です。一方、首都圏では緊急事態宣
言が出され全国に旭川に広がるかとても心配な状況となりました。会員の皆様も油断せずにお過ごしくださ
い。 本日もよろしくお願いいたします。

会務報告 幹事 坂本信一
１．
（株）アライホテルズ 花月会館より、花月会館開店のご案

内状 収受。

【開店日】２０２１年 １月１２日（火）
＊当面の間は、下記の営業となります。
《営業時間》昼 11:30 〜 14:30

夜 17:30 〜 20:30

委員会報告 本日はございません

ＺＯＯＭリモート新年交礼会
新年のご挨拶、今年の抱負など一言
抱負・現状としては、あと半年間、会長を全うできるように頑張ります。
福祉施設は、病院とのやり取りが難しく入居率も影響が出てきています。
不動産会社は、コロナで出入りが少なく影響はありません。よろしくお願
いいたします。

木村和哉 会長

一年を終えて、そして、今年は…皆さま、明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいたしま
す。令和２年は、コロナで始まりを迎え、過去に経験した事がない日常
と、目には、見えない恐怖心にオロオロする毎日で、自職においては、業
績こそ、極端に、落ち込む状況ではないものの、出勤体制や、日常の行動
が大きく変化した一年でした。クラブの今後として、第３分区では、唯
一、リモート例会を開催しているのが、自クラブのみなので、
（モーニン
グは素晴らしい(^_-)- ）引き続き、活動には制限が、かかる事もあると思
いますが、これまでの経験にとらわれず、新たな活動スタイルとして、デジタルツールを活用した情報伝達
や非対面方法のスキルをあげて行くことが必要になるのではないかと、強く感じています。その為の、協力
をしていく次第です。その一方で、早く集合例会が再開出来る事を希望します。

安井裕子 会員

会員の皆さん、明けましておめでとう御座います。昨年は新型コロナ感染に始まり、1 年が過ぎましたが未
だ収束が見えません。その様な環境下、私たちの生活も制限され、毎日が不安の中で行動していますが、当
会も皆さんとも顔を合わせて私は、当会に入会させて頂いて 1 年余りで
すが、皆さんには大変良くして頂き感謝しております。ロータリークラ
ブの大義として社会奉仕活動を目的とし、今年も積極的に活動参加に勤
めたく、企業として、また、個人として考えております。コロナ禍によ
り疲弊した世の中ではありますが、明るく楽しく皆さんとコミュニケー
ションを図り、回復への道を辿り着きたいと思います。今後とも皆さん
のご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。
谷地元憲次 会員
私事で恐縮ですが、来月で満 65 歳になります。いわゆる年金の満額受給
年齢に達することになりますが、やせがまんをして少し先送りします。元
を取るには長生きしなくてはなりませんが、あと 35 年ほどは生きるつも
りですので、心配は要らないかと思っています。笑いは免疫力をアップさ
せると証明されているようですね。本年も皆様のご長寿、ご多幸をお祈り
し、陽気なご挨拶としました。新年明けましておめでとうございます。
飯塚達夫 会員
「２０２１年の年が明けましたが、イギリスの生物学者ダーウインの言
葉に「最後に生き残るものは、最も賢いものでもなく、最も力の強いも
のでもなく、最も変化に対応するものである。
」
今年の要点は、1. コロナ禍の先行き。２．地球環境、脱炭素の推進。
車社会の電化。３．I T・A I 革命のさらなる促進。時代は大きく変化
することになります。いかに政府も企業もこの変化に対応できるかに生
き残りが懸かっています。モーニングのメンバーが共に情報交換しながら、一歩でも早く新しい時代を乗り
切りましょう。

石川千賀男

会員

国際奉仕委員会です。コロナウイルスの蔓延で今年の活動や例会がすくな
り、少し寂しい事となり残念ですが今年の木村会長の方針に従います国際
奉仕委員会では毎年ですが落ち穂募金と古い切手や書き損じハガキを
6 月の末にキチスト協会と日本飢餓対策機構にお届けおしたいと思います
ので会員の皆様のご協力お願い致します。

竹澤元男 会員

皆さん、今年も宜しくお付き合いをお願いします。
昨年は、新型コロナウイルスで日本中いや世界中が感染拡大による人や経
済に大きな影響を受けて最近では特に（心）にもさまざまな影響が出てい
るようで有ります。今年の抱負ではありませんが、私は、新春萬福・長楽
萬年という言葉で

今年も健康で、ロータリーを学び、良い年になってく

れるように願っています。新春萬福・長楽萬年『新しい年に幸せがたくさ
んありますように』“楽しいことが長くずっと続く”、“新年から良いことが
起こる”という願いが込められているそうです。私は、元旦にダイヤモンド富士の初日の出に手を合わせ祈り
ました。今年はきっと良い年になってくれると楽しみにしています。

河崎高麗男 会員

1.コロナウイルスに負けない体力づくりと健康づくり
1.「物づくりは創造と行動」を年頭に今年も頑張って行きたいと思って
おります。

桑原義彦 会員

新年あけましておめでとうございます。
今年は新規事業として RPA 導入コンサル事業を始めます。AI との違い
をよく聞かれますが、AI は学習能力があり、RPA は学習能力がなくプ
ログラム（シナリオ）によって稼働するとういうもので定型的な作業に
は適しているものです。弊社も昨年 RPA を道北圏内の会計事務所として
は初となる 2 台を導入稼働させております。これまで人的労働力により
丸 2 日要していた作業が 2 時間で終了することも可能でした。ご興味の
あるかたは弊社ホームページ若しくは私に問い合わせを頂ければと思います。本年もどうぞよろしくお願い
いたします。

大久保昌宣 会員

コロナウイルスと低気圧が猛威を振るう中、年が明けましたが、どんな
目標を立てたら良いのかわからなというのが正直なところです。前年の
仕事の状況はけっして悪くはありませんでしたが いつもの出張が出来
なかったり 家族が帰省できなかったりして 行動制限が続き、今年の
抱負を語る気分になれません。仕事の計画も 状況に応じて対応してい
くしかないと思っています。ただ、日本だけでなく

世界中で生活様式

が変わる２０２１年になるのは避けられないと思っています。柔軟にい
ち早く 環境の変化に対応して行けたらと思います。

林雅美 会員

あけましておめでとうございます。昨年はコロナのために色々
なことを我慢する一年でしたが、今年もコロナの影響は収まる
気配はなく、コロナに対応していかなければならない一年にな
りそうです。これまでも記憶に新しいところではリーマンショ
ックや東日本大震災など大きな危機がありましたが、これらの
危機はアクシデントが起きた後には復興のフェーズに移るのに、
コロナはいまだに現在進行形でなかなか復興のフェーズに入れ
ないというところが違います。そんな中でも柔軟に臨機応変に対応してこの危機を乗り切って
いきたいと思います。
井上雄樹 会員

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。幹事と
して、コロナで始まり何の取組も出来ないまま半期が終わりました。下期
もこの状況下では、厳しい活動となりそうですが少しでも会員の皆さんが
活動しやすくなるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。
坂本信一 幹事

２０１９年は新型コロナウイルスの影響で１月にマスクが入荷なくな
り、その後すぐにアルコールの供給がストップまたは遅延という状況に
なりました。その後、５月頃から介護用手袋の供給が止まるという状況
で常にバタバタとしていた１年でした。現在は状況が改善してきてお
り、サージカルマスクは価格も下がり物流も正常化しました。しかし、
ハンドソープ（ビオレ U）
・アルコール（高濃度）は、数量は増えました
が、現在も花王やライオン等大手メーカーは月に１度の割り当て制のま
まとなったままで、手袋関係も入荷はありますが以前高騰したままで状況は厳しいままです。今年も新型コ
ロナウイルスの影響は昨年同様の影響があると予測しています。また、実際に得意先の施設様で新型コロナ
ウイルスが発生しており、その時の状況や体験談を他の施設様に伝えていくことも大事なことだと思ってお
ります。

伊藤吉洋

会員
今年は新型コロナ感染対応策をはじめ、昨年以上に多くの課題を抱えた
厳しい一年になると考えます。決してコロナ 慣れ

することなく、自

らの気持ちと手綱を締め全力で仕事に取り組んでいきます。また機会に
恵まれロータリークラブの一員として活動していけるわけですから、諸
先輩方のお力をお借りして、地元旭川のための更なる活動に取り組めた
らと考えます。ご協力の程、なにとぞ宜しくお願いいたします。

竹村陽一 会員

明けましておめでとうございます。会長からもお話がありました新型
コロナウイルスについてですが、旭川市は昨年 12 月前後から総合病院や
福祉施設等で国内最大となるクラスター発生が続き深刻な状況となりま
した。その後、国の災害指定を受け自衛隊の看護師派遣により、年明け
にはある程度抑え込むことができ安堵しています。しかしながら全国的
には感染者数は激増している中、重症者や死亡者数も増加しているため、
依然として予断を許せない状況です。TV で放映されていたことですが、
人が吐く息においてもコロナウイルスの生存・感染力があるウイルスは４０％が空気浮遊しているとのこと
です。そのため、常にマスクの着用は必至ですが、マスクも布製やナイロンではなく不識布マスク（繊維が複
雑に絡み合い効果大）がスーパーコンピューターにより一番効果が高いこともウイルス可視化によって分か
っています。とにかく、ワクチン開発や接種も重要ですが、一人一人が「感染しない！感染させない！」を心
掛け一刻も早いコロナ終息を願っています。

高見一典 会員

皆様、明けましておめでとうございます。
昨年末あたりから少し体調不良気味です。きっと７０歳代に突入して
いく前の峠なのかもしれません(笑)皆さんとの楽しい時間を持てるよ
うに今年は健康に気を付けていきたいと思います。今年もよろしくお
願い致します。
小柳裕子 会員

＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊
＊本日の出席 第 1271 回 例会 総員
出席 17 名

ニコニコ BOX
＊修正出席

本日はございません。

会報編集

広報 IT 委員会

第 1269 回 例会

22 名

出席率
総員

77.27％
22 名

・朝倉 直博 ・伊藤 吉洋 ・宮永 憲一 ・河﨑 髙麗男

