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みなさん、おはようございます。 
前回の移動例会を欠席してしまいましたので、皆様にお会いするのは約１ヶ月ぶりになります。 
とはいえ、この間、先週の土曜日には第３分区の I M、日曜日には川口モーニングロータリー
クラブの３５周年記念式典があり、スケジュール調整が大変でしたが、どちらにも出席して参り
ました。 
I M では素晴らしいピアノ演奏を美瑛の風景の美しい映像とともに鑑賞したのち、映画監督で

一般社団法人シンプルライフ協会代表理事の松本和巳
さんの講演を聴きました。懇親会は、コロナ禍での I M
ということもあり、屋外で美瑛 R C の皆さんが屋台で
作ってくれたジンギスカンやフライドポテト、美瑛の
ご当地グルメのカレーうどんなどを食べながら、楽し
く過ごさせていただきました。 
私は、その日のうちに上京し、翌日のお昼から川口モ
ーニングロータリークラブの３５周年記念式典に出席
いたしました。式典では、５年おきに締結されてきた
姉妹クラブの締結書に調印し、姉妹クラブの絆を確認
して参りました。懇親会も大変盛り上がりました。 
I M、川口の式典に参加された皆さんお疲れ様でした。
川口の本多会長からは、来年の旭川の周年式典に行き
ますというお礼のメッセージをいただいております。
次年度モードに入るとともに、うちのクラブの周年事
業の準備もそろそろ立ち上げていきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。 
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2021～22 年度 第 1322 回 例会報告 
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クラブ活動⽅針 『困難な今だからこそ』 クラブ会⻑ ：井上雄樹 ・ 幹事 飯塚 達夫 

 

 

2500 地区ガバナー 

ロータリーの素晴らしさを伝えましょう 

漆崎 隆 （釧路ベイ RC） 
 

会務報告 
１．紋別港ロータリークラブより、『創立５０周年式典についてお知らせ』収受。 
    ＊コロナ禍の為通常の式典の挙行は困難と判断し、少人数でごく簡素に行う事となりますので、各ク

ラブへの案内は失礼しますとの事。 
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  

№２６６』収受。 
３．旭川市国際交流委員会より、『ＡＩＣ ＮＥＷＳ 第４８号』収受。 
 

 
 
  



Asahikawa MRC 

クラブ管理運営委員会 大久保昌宣 委員長 
ZOOMと会場でのハイブリッド形式での例会を行えたことは、偏に
飯塚幹事を始めとして準備の時間を大きく割いていただいたことの
賜物であると感謝申し上げます。 
 新入会員やゲストを招いてのスピーチの時間をプログラムに編成
できたことはコロナ禍が続くなかでも１年前との違いを大きく感じ
ております。 
 また、クリスマスパーティーや新年交礼会を機に新しい仲間が加
わったことも喜ばしい限りです。次年度はご家族も帯同の上企画い
ただけることを期待しております。 
 最後に皆様のご理解とご協力により円滑なクラブ運営が出来まし
たことに感謝申し上げご報告とさせて頂きます。 
 
 
 

会員組織委員会 木村和哉 委員長 
会員組織委員会を担当させて頂いております木村でございます。活動報告といたしまして、宮永
会員増強委員長のもと、新入会員増強に向けてチーム分けをしていただいております。少しずつ
情報を共有し前進していきましょうとお伝えした矢先に大久保エレクトによりゲストをお連れ

いただき、植西会員・寺島会員の 2 名のご入会がありました「さ
すがだなあ～」といつも思っております。モーニングの会員が増え
ていくと明るい雰囲気になり活気ついてきましたね。私は次年度
会員増強です。皆様次年度もさらにご協力お願い申し上げます。 
また、会員研修と致しましては、会員にロータリークラブに関す
る歴史・知識を伝え、新入会員の勧誘と退会防止に関する計画を立
て実施していき、 新しい入会者の会員研修を中心にし、会員のク
ラブに対する理解を深める等を進めて参りました。石川会員研修
委員長にはスライドを使い、分かりやすく会員研修を行っていた
だいており、人を引き付ける魅力のあるお話はいつも感心させら
れます。ありがとうございました。 
最後に各委員長そして皆様のおかげで微力ではありますが大役を
務めることができました。ありがとうございました。 
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広報 IT 委員会 朝倉直博 委員長 
今年度の広報 IT 委員会の目標として掲げた、会報誌のペーパーレス化、SNSを活用し
た広報活動に関しては一部達成できたと思っております。 
実績としては、会報誌のペーパーレス化により 
• コスト削減 
• 業務効率のアップ 
• 資料の検索性の向上 
• セキュリティ対策 
• SDGs など地球環境への配慮 
などがあげられます。また SNSを活用した広報活動に関しては、当初、フェイスブッ
ク、ツイッターなどを想定して進めてまいりましたが、技術上の問題や不特定多数の方
が閲覧可能と判断し個人情報の観点からも断念致しました。その代わり公式ホームペー
ジの随時更新などロータリーに興味がある方には当
クラブの活動記録が閲覧可能の状況を維持すること
ができました。 
私が一番懸念していたのは、毎週作成の会報誌作成
が１年ごとに変わるにあたり、スムーズに交代がで
きることがもう一つの目標でもありました。 
会報誌の制作には編集者の負担が大きいため極力
省力化することが必要である考えに今でも変わり
はございません。より身近に多くの若者たちがロ
ータリー活動に興味が持てるような機会を作り、
ロータリーの魅力を伝えていくことを忘れず、広
報委員としては残り数カ月ですが、目標が達成さ
れ次の広報委員長にスムーズに引継ぎができるよ
うに努力してまいります。 
以上、広報 IT 委員の活動報告となります。ありが
とうございました。 

 

奉仕プロジェクト委員会 武田昭宏 委員長 
・職業奉仕委員会～谷地本憲次 
昨年の 10 月 7 日職業訪問移動例会を実施致しました。創業 124 年の（株）近藤染物工場に訪
問し、古い歴史のある匠の技、日本文化と心を学び先祖代々受け継がれた職人技も「印毛引き本
染」の技を学び、旭川モーニングロータリークラブ独自の旗を参加メンバーで体験し立派な旗が
完成しました。 
 
・社会奉仕委員会～高見一典 
前期予定していました高見農園にての稲刈体験と新米試食会を予定していましたが、コロナ問
題で中止となりました。高見委員長より全会員に新米２キロ入りのお米を頂きありがとう御座
いました。食べて大変おいしかったです。 
今年度例として 5月 12 日東鷹栖ふれあい公園に 20年前に我がクラブが周年行事の記念として
植樹しました桜の木。大きく成長した桜の木を見ながら環境整備として周辺のゴミ拾い、昼食の 
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として井泉のとんかつサンドウィッチ、しのはらさんのジンギスカン（ラム肉）を頂きました。 
国際奉仕委員会～竹澤元男 

今年度計画していました第３４２０地区インドネシ
アのバリタマンRCと共同で水資源として雨水を貯め
る水槽を作り贈呈の予定でしたが、コロナの影響で中
止となりました。 
落穂募金は飢餓対策機構に 6月中例会にて、古切手ハ
ガキ等、会員の皆さんのご協力をいただきお送りした
いと思っておりますので宜しくお願い致します。 
 
青年奉仕委員会～竹村陽一 
テーマ「旭川の冬の課題として」旭川高専の研究開発
等の支援と協力のサポートを提案し、ビジネス創出や
企業促進を図るイベントで現在ヒートショックにつ
いて研究中で、高齢者は暑さや寒さに感じなくなるこ
とに着目して、室内の温度差を音や光で認知しないか
と考え「信号機」をモデルに誰もが分かりやすいデザ
インはどうかなど一つの例として、高齢者施設におけ
るニーズ勉強会を実施していく予定です。また動きが
あり次第報告があると思いますのでその時は宜しく
お願い致します。 

 
 

米山財団委員会 竹村陽子 委員長 
ロータリー財団委員会と米山推進委員会の活動報告を致します。 
ロータリー財団委員長に嵯城俊明会員、米山記念奨学会に坂本信一会員のもと、どちらも世界へ
の理解、国際間の親善、延いては世界の平和の一助となるべく、奉仕活動をしております。もっ
と具体的に説明致しますと、栄養失調や飢餓、不衛生な環境の中で死んで行く途上国の人達に、
手を差し伸べるという事です。 
世界の飢餓人口は８億１１００万人にも増加しています。 
２０２２年の日本の人口は、１億２５５０万人ですから約
７倍に当たる人々が、毎日食べることに、水を飲むことに
苦しんでいるのです。 
毎年１０月には米山、１１月にはロータリー財団と半強制
的にご寄付をあおいでおりますが、何に使われているのか、
どこへ行くのかわからないままに寄付をする事に、ご不満
をつのらせている方もいらっしゃるかも知れません。 
私達は、諸外国のロータリアンの方達のように現地に赴き、
井戸を掘り、学校を建て、食料配布のお手伝いする訳には
いきません。 
ですから、せめて安易ではありますが、金銭で奉仕をさせ
て頂こうという事なのです。 
１０月には米山に、個人寄付２０万と年次寄付２万、また 
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１１月には、ロータリー財団に寄付金合計３９２，８００円を送金済みです。皆様の善意のご寄
付が、世界の子供達の細々とした食事の一口となり、文盲の人達への教育資金の一助となってい
ます。 
ぜひご理解を頂き、次年度も引き続きご寄付の程をよろしくお願い致します。 
 
 
 

ロータリー３クラブ合同ゴルフコンペ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
皆さんナイスショット～～～～～！！！ 

参加者 河崎、宮永、木村、寺島、朝倉会員 
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   ↓晴天の大雪山に向かってティーショット 

 

 
 
 

 
＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 

＊本⽇の出席 第 1322 回 例会 総員 22 名  
5 ⽉   26 ⽇分 出席 20 名  

出席率 90.91％ 
  

＊修正出席 ＊第 1319 回 例会 総員 22 名  
4 ⽉    7 ⽇分 出席 19 名  

出席率 86.36％ 
 
＊ゲスト        ございません 
           
＊ビジター    ございません 
 
＊メークアップ 5/23 ⾼⾒⼀典・⽵澤元男 
        （旭川南 RC） 
               
5/26 分      ニコニコ        0 円 
  

会報編集                広報 IT 委員会     ・朝倉 直博 ・宮永 憲一 ・坂本 信一 

 

ニコニコ BOX         

本⽇はございません。 

 
   


