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おはようございます！ 

とうとう最終例会のこの日を迎えてしまいまし

た。会員の皆様 1 年間ご指導ご協力いただきまして

本当に心から感謝申し上げます。特に坂本幹事に至

っては、すでに私より会長の資質があり、たくさん

の難問を知力と行動力で解決してくれました。そし

て、飯塚会場監督の機転の利く行動にもたいへん助

けていただきました。このお二人無しではとても責

任の重い会長の仕事を勤め上げることはできません

でした。誠にありがとうございました。コロナ渦で

他クラブとの会長幹事会等の交流はあまり出来ませ

んでしたが、ロータリー仲間なのでこれからゆっく

りと同期の会長とはお近づきになれたらと思ってお

ります。皆様改めまして 1 年間ありがとうございま

した。以上でございます。本日もよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

Asahikawa MRC 

 

 

今月の誕生日祝い記念品贈呈  林 雅美会員（10 日）6 月 武田 昭宏会員（4 日） 

 

 

 

 

 

 
 

国際ロータリー 第 2500 地区 第 3 分区 

Asahikawa Morning Rotary Club 
2020～21 年度 第 1284 回 例会報告 

例会日：2021 年 06 月 24 日（木）時間：7:30～8:30 

例会場：    旭川アートホテル２F 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』 クラブ会⻑ ：⽊村 和哉 ・ 幹事 坂本 信

⼀ 

 

 

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 
１． 松田英郎ガバナー事務所より、『地区大会記念品』収受。 
２． 富良野ロータリークラブより、『富良野ロータリークラブ  創立６０周年記念事業ＤＶ

Ｄ』収受。 
３． 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 

２５５号』収受。 
４． 旭川駐屯地夏祭り花火大会事務局より、『令和３年度 旭川駐屯地夏まつり 

花火大会への協賛のお願い状』収受。 
 
 

 
 



会長・幹事２０２０〜２０２１を振り返って 

2020～2021 年度振り返って                       会長 木村和哉 

コロナ渦真っ只中で年度が始まりましたが、前年度休会の時期が長いことがあ

り、目標は「ロータリーを止めない」ということでした。月 2 回の例会の実行、

ZOOM オンライン例会の開始、そして未来のための「戦略立案会議」を行って

参りました。職場訪問では、武田奉仕プロジェクト委員長のもと旭川防災センタ

ーを見学出来ましたし、河﨑広報 IT 委員長のもとでは「常盤公園 千鳥ケ池 広

報モニュメント修復プロジェクト」も楽しく行うことが出来ました。また竹村陽

子財団米山推進委員長には寄付金の在り方を柔軟にお考えくださり、宮永会員組

織委員長には社会奉仕委員長を兼務していただき会を支えていただきました。桑

原親睦委員長はじめチャーターメンバーの方を中心に諸先輩方のおかげで例会

を続けることができました感謝しかありません。ぜひ次年度はたくさんのイベン

トクリスマスパーティーや創立記念感謝の夕べ例会等出来ることを祈っております。 

 最後に、理事も幹事も会長も突然のピンチヒッターでさせていただきました。どの役職も事前に計画

的に指名されておりませんでしたので、準備が十分できませんでしたが、私はむしろ突発的な勢いがな

ければ幹事も会長をお受けする意欲が無かったのではと思っております。そして困っている方がいれば

助けたいという気持ちも強かったです。至らない点も多かったと思いますが、お許しください。 

そして来月からは井上会長飯塚幹事のご活躍を期待しております。頑張ってください！！本当に１年間

誠にありがとうございました。                                   

 

2020-2021 幹事 一年を振り返って                     幹事 坂本信一

今日が最終例会となります 

コロナ渦で一年間満足に例会を開くことが出来ませんでしたが、木村会長の元、

会員の皆さんに一年間ご協力頂き何とか、今日を向かえる事が出来ました本当

にありがとうございました。 

コロナで例会が開けない中、皆さんに LINEの登録をお願いしたところ、慣れな

い携帯アプリの登録にそして ZOOM の登録にも何度もチャレンジしていただ

き登録して頂きました。 

最後には飛弾野さんも ZOOM 参加いただき、めちゃくちゃ嬉しかったです。 

モーニングロータリー先輩方の新しい事に臆せずチャレンジする行動力に勇気

づけられ学びになりましたありがとうございます。 

第３分区では Eクラブを除けば、完全リモート対応出来るのはモーニングだけです。 

今期は幹事として、活動自体は何も出来ませんでしたが会員の皆さんのご協力に心から感謝申し上げ、1

年のご報告とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

退会する安井さん、林さん、いままでありがとうございました！！ 



Asahikawa MRC 

 

ご挨拶 

 

本日、久しぶりの集合例会、併せて、木村年度の最終例会でもあり、そんな中において、貴重

なお時間を頂きまして、有難うございます。 

私事ではございますが、今年度をもちまして、旭川モーニングロータリークラブを退会 

させて頂く事となりました。 

会員の皆さんには、大変お世話になりました。心より、感謝を申し上げます。 

入会からの、簡単な経緯を少しだけお話させて頂きますので、お付き合い下さい。 

2009 年 3 月、武田会員、福居（元）会員の推薦で入会をさせて頂きました。直後、広報委員と

して会報作成を一年携わりました。入会間もなくでしたので、例会の流れすら掴めず、間違い

だらけの会報を例会中に広げていました。 

特にゲストのスピーチの掲載がハードルが高く、四苦八苦でした。今では、懐かしい話です。 

その後、社会奉仕委員、財団、米山委員は、通算３回、2012 年、ＳＡＡ、2013 年度、竹村年度

では、幹事任命をを受け、未熟な幹事を竹村会長は、支えて下さいました。有難う御座いまし

た。 

 2017 年度、25 周年の際の会長任命を受けまして、井上幹事のお世話になり、会員皆さんの協

力、支援のお陰で、緊張感の中での一年間を終了する事が出来たのは、つい、最近のように思

い出されます。 

 その後、時間の経過とともに、私自身のクラブに関する目標観もないまま、例会出席を重ね

ていました。そんな中、昨年４月、コロナが蔓延し、「制限」というものに翻弄し、目に見え

ない恐怖に襲われ、私は時間が止まった感じがしました。そして今も尚、いつ収束するかが不

明のまま時間だけが経過しています。感染者の給付金請求の度に、想像を超える病状の悲惨さ

に、驚くと同時に、自分が感染していない事に、改めて、有り難く思います。 

 現在、自身の足元で、起きている全てを省みて、ふと、自分に出来る最大限は何かを、真剣

に考え始めた時、今は、世界に向けての奉仕活動ではない事に気づきました。（あくまでも、

個人的、私の考えです。これまでの奉仕活動を否定している訳ではありません） 

 今一度、集中すべき道を見つめ直す事と致しました。どうかご理解をして頂きたく存じま

す。 

 私なりに精いっぱいの奉仕活動と沢山の寄付もさせて頂きましたし、何より皆さんとの共に

感じた時間、沢山の経験や、学びの場は大切な財産です。どうか、「卒業」と思って頂けると

幸いです。 

 最後になりますが、12 年と３か月、共に過ごせた皆さんへの感謝の気持ちとともにクラブの

繁栄と、ご多幸を祈念し、簡単ではございますが、ご挨拶とさせて頂きます。 

お世話になりました。 

有難うございました。    

安井裕子 

 

 



Asahikawa MRC 

木村会長、坂本幹事、一年間ご苦労様でした！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎本日の志し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高見会員からのミニトマトの差し入れ 
                      2500 地区大会記念品 

                                      
 

ロータリアン

が持ち寄った

落穂募金の金

種を数えてい

る模様 
 
国際奉仕委員会事業、飢餓・病気・ストリートチルドレンの為に落穂募金・古切手・書き損じはがき・テレホ

ーンカードなど収取して、日本飢餓対策機構や日本キリスト教海外支援部。リンプルは北海道新聞社にそれぞ

れ寄贈した。 



Asahikawa MRC 
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＜編集後記＞河﨑髙麗男広報 IT 委員長 
旭川 MRC 今年度広報 IT 委員会は会報

（週報）作成に朝倉委員と前期高後期に分け

二人三脚で頑張ってまいりました。雑誌紹介

が宮永君と校正は伊藤君を含め全員でと言う

ふうにそれメールを駆使して委員会情報を共

有しながら夫々役割を分担しての一年でした。

特に今年度は新型コロナの影響で Doom 例

会が多くなり写真撮影での例会雰囲気を見せる苦労を感じました。また、会報におきましては方針に掲げた通りホームペー

ジへの会報掲載と言うことで、どれだけの地域の方々に読んで頂けたかは判りませんが、 会長の挨拶はもとよりゲストの卓話

に至るまでそれぞれのお話が皆さんの目に触れることに大変気を使ったところです。とりあえず一年間が無事に過ぎ、大変

いい経験になったことは間違いございません。当クラブの益々のご発展ご活躍と、会員の皆様そして関係各位様のご健康、

ご多幸をご祈念申し上げて広報 IT 委員会からの編集後記とさせて頂きます。大変一年間ご愛読ありがとうございました。 

 

＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 
＊本⽇の出席 第 1284 回 例会 総員 22 名  

6 ⽉ 24 ⽇分出席 22 名 出席率  100％  
＊修正出席率第 1280 回例会 総員 22 名 
 ⽉ 27 ⽇分出席 19 名 出席率  86.36% 
＊ビジター ＊ゲスト    ございません 
＊メークアップ ございません 

  

会報編集                広報 IT 委員会   ・河﨑 髙麗男  ・朝倉 直博 ・宮永 憲一 ・伊藤 吉洋  

 
 
 

ニコニコ BOX 

⦿皆さんお久しぶりです。コロナウィルスにまけないで元気でおりましたか。⼜よろしくお願い致します。⽯川さんおいしいカレイとホタテありがとうございました。おいしくいただきました。 

⼜よろしくお願いします                             桑原 会員 

⦿お久しぶりです。今は次年度の予定をしております。インドネシアへの奉仕がありますので宜しくお願いを致します。                               ⽵澤 会員 

⦿⽊村会⻑、坂本幹事 1 年間お疲れ様でした。                   宮永 会員 

⦿⽊村会⻑様コロナの⼤流⾏の中１年間⼤変ご苦労様です。            ⾶騨野 会員 

⦿⽊村会⻑、坂本幹事コロナに負けず１年間ご苦労様でした。特にリモート例会時には幹事には⼤変お世話になりました。                               ⽥ 会員 

⦿おはようございます。⽊村会⻑、坂本幹事、お疲れ様でした。これからも宜しくお願いします。 

⾕内元 会員 

⦿⽊村、坂本丸、コロナ渦の中ズーム例会等の活⽤⼀年間ご苦労様でした。      河崎 会員 

⦿⽊村会⻑、坂本幹事、⼀年間⼤変ありがとうございました。次年度幹事をつとめさせて頂きます。今後もご指導宜しくお願いします。                        飯塚 会員 

⦿おひさしぶりです。皆さんにお会い出来てとても嬉しいです。         ⽵村陽⼦ 会員 

⦿⽊村会⻑、坂本幹事⼀年間おつかれさまでした！！そして安井会員、林会員お疲れ様でした！！またお会いしましょう！！                           ⽵村陽⼀ 会員 

⦿⽊村会⻑、坂本幹事、コロナ禍での⼀年間、⼤変ご苦労様でした。安井さん、林さんの退会がとても残念です。                                  ⾼⾒ 会員 

⦿⽊村会⻑、坂本幹事⼀年間お疲れ様でした。コロナ禍、⾊々と⼤変でしたね。ありがとうございました。                                     ⼩柳 会員 

⦿⽊村・坂本丸の完航を祝して！！コロナ禍の中、ズーム等いろいろ運営にご苦労された事でしょう。ありがとうございました。                          ⽯川 会員 

⦿⼀年間⼤変お世話になりました。ありがとうございます。           坂本 会員 

計１４名   38,000 円 
 

 

 


