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会長挨拶

みなさん、おはようございます。 

 先日、沖縄に行く機会があり、朝ドラで舞台になってお

りますヤンバル地区、沖縄本島最北端・辺戸岬にも行く

機会に恵まれ、旧知の仲である方と久しぶりにお会いし

てきました。その方は北海道出身なんですが現在沖縄で

アクティビティのイベント会社を経営しております。観

光産業主体の沖縄でこのコロナ禍を如何にして過ごして

いたかという話ですが、飲食店の感染防止対策認証制度

という制度は皆様ご存じの通りであると思います。 

 ではこの認証するためのチェックを誰が行っていたか

ご存じでしょうか？私は自治体だと勝手に思い込んでい

ましたが、沖縄では自治体の依頼を受け、先ほどのようなイベント会社等が行っていたようで

す。是非は別として飲食店には支援金等の公的補助がありましたが、業種によっては支援を受

けられず閉店してしまったお店も沖縄でも多かったようですが、彼らのような業種は前述のよ

うな仕事で息を付けたようです。 

 また、旅行会社がワクチン接種のための医療機関との調整を行っていることは皆様ご存じで

したでしょうか？旭川で言えば近畿日本ツーリストさんが受託しているようです。 

 旅行会社が従業員数を半分にせざるを得なかったというような話は聞いておりましたが、旅

行需要が大幅に減ってしまった中、残った半分の方たちで経営を持続させるために所謂他分野

での事業をされていたのだと大変勉強になりました。 

 事業継続には異分野への進出や、経営の多角化によるリスク分散も考えていくことが必要で

あると感じ、異業種のコミュニティであるロータリーの仲間から事業のヒントを得られること

もロータリーの大きな魅力ではないかと考えさせられた次第です。 

 

 

 

 
 

国際ロータリー 第 2500地区 第 3分区 

Asahikawa Morning Rotary Club 

2022～23年度 第 1328回 例会報告 

例会日：2022年 7月 14日（木）時間：7:30～8:30 

例会場： 旭川アートホテル 通常例会 

 

R I 会長： 

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ E・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（ｱﾒﾘｶ） 

）） 

クラブ活動方針 『これまでの 30 年をこれからの 30 年に』 

 クラブ会長 ：大久保 昌宣 ・ 幹事 竹村 陽一 

 

 

2500 地区ガバナー 

ともに紡ごう！ロータリーの未来へ  

久木 佐知子 （旭川西 RC） 



2 

 

Asahikawa MRC 

 

会務報告 
          担当 竹村陽一会員 

１． 国際ロータリー第２５００地区ガバナーエレクト事務所より、『ガバナーエレクト事務所

開設のお知らせ』収受。 

    【開設日】２０２２年 ７月 １日（金） 

    【所在地】〒094-0007 

         紋別市落石町４丁目１９－５ 

         TEL：0158-28-8280 FAX：0158-28-8281 

         E-mail：2023-2024_governor-office@rid2500.jp 

    【休 日】土・日・祝祭日、8/11～8/16、12/29～1/4 

       ＊２０２３年７月１日よりガバナー事務所となります。 

 

２． 一般財団法人 比国育英会バギオ基金より、『バギオだより 2022年 7月号』収受。 

 

 

食事と懇談 

今日のメニューは？ 

サンドウィッチ・サラダ・スープ etc.  
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会計予算計画発表 

委員長 河﨑 髙麗男 

2022～2023年度の収支予選所は会長・幹事・理事会の方針に従い作成しました。 

収入の部 

予算額につきましては、会員数上期 22名後期 25名として計算しており

ます。今年度は当クラブ創立 30 周年を迎え是非正会員 25名以上に増強

を祈念しているところであります。 

特別会計収入でありますがこれは摘要欄に記載の通りニコニコボック

スの収入でありますが。 

スマイル・ボックス (Smile Box)ともいわれており言われておりま

す。 

例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱ですが、1936 年大

阪ＲＣで初めて実施されたと言われております。ロータリー特有のもので、会員、家族、事業場

等の慶び事、お祝い事をニコニコしながら披露し、喜びを分かち合い、又失敗したり、迷惑をか

けたときもユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進し、集まったお金は主として

奉仕活動資金に使われる。ニコニコ箱とも呼ばれています。 

我がクラブには活動計画書の 82Ｐにニコニコボックスの内規が掲載されています。これを参考

に是非、ニコニコボックスにご奉仕ください。ひと月に一回ご奉仕して頂ければ予算達成できる

のではないでしょうか。よろしくお願いします。 

RI 人頭分担金のロータリーレートについて新年度に成らなければ判らない状況のため 1 ドル

130円で計算して記載おりますが RIレートが 136円と発表に成りましたので皆さんの RI分担金

を 136円に訂正して請求させて頂きます 

支出の部  

1. 会合費については前年通りです 

2委員会活動の中で、広報ＩＴ委員会は、※クラブ会報のペーパレス化で、HPの維持更新料等で

20万円ほど減額させて頂きました。 

※奉仕プロジェクト委員会より予算の増額要請が有り増額をいたしました。奉仕活動に期待し

ております。 

3 助成金の欄に◎釣り同好会とありましたが予算付けが有りませんでしたが少額でありますが

20,000 円付けさせて頂きました。※今後も何かの同好会親睦の為作ってみては如何でしょう

か。 
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4 運営費◎今年度の地区大会は地元での開催で費用が掛かりませんが地区研修協議会は北見市

での開催で有りますのでバス代等を予備費に組んで置きました。 

※なお、特別会計予算書では繰越金は未定のため、前〃年度（2020～21）繰越金表示して予定を

立てさせて頂きました。 

以上、今年度は、クラブの会計の透明化の実現を目指して、会計内規に基づいた正確でわかりや

すい会計を目指して行きたいと思います。 よろしくお願い致します。 

◎2022～2023年度 上期会費納入について 

皆さんお手元に届いているかと思いますが今月中に振込お願いします。 

 

 

会員研修委員会活動方針 

 会員研修委員会委員長 河﨑 髙麗男 

委  員 石川 千賀男 

クラブ研修リーダーは、すべての研修ニーズが満たされるようクラブ理事会及び各種委員会と

協力し、また、支援とアイデアを得るために、地区研修委員会、クラブを担当するガバナー補佐、

地区ガバナーと協力しなければならないとロータリー章典（8.050.1）に記載されています。 

クラブ研修プログラムの目的は、 

1. 今年度は特に入会 5 年以内の会員のオリエンテーションを実施、クラブのニーズにあった

研修内容を検討し実施、今後のリーダーシップの育成にＲＬＩへの参加を促す。 

 2. 現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

3. 地区研修会や地区大会、ＩＭなどの出席は会員の義務と成って居ます。全会員が指導力育 

成プログラムを受ける事が出来るように推進する 

4. 例会余裕時間を活用してロータリーの情報発信を行う。 

コロナ禍に対応した研修を通してロータリーを知り、会員維持につながるよう石川千賀男会員

員と共に務めますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

ロータリクラブは事業経営のノウハウを学ぶ場です。ロータリーを学びましょう。 
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職業奉仕委員会活動方針 

職業奉仕委員会委員長 河﨑髙麗男 

委 員 木村 和哉 

職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブ

の役割は、頻繁に 職業 

奉仕を実践することによって、クラブ自身の行動に職業奉仕を応用す

ることによって、模範と 

なる実例を示すことによって、また、クラブ会員が自己の職業上の手腕

を発揮できるようなプ 

ロジェクトを開発することにより、目標を実践、奨励することである。 

クラブ会員の役割は、ロータリーの原則に沿って自らの行いと事業、職

業、および専門職務を 

律すること、また、クラブが開発したプロジェクトに応えることである

と「ロータリー章典」に記 

れている。 

職業奉仕は、ロータリーの活動の中で、もっともロータリーらしさのある、基本的な活動である、

と言われています。 ロータリーという大樹の幹であり、会員各自の職業倫理と道徳的水準を高

め、高潔な精神を持って仕事に励むことができるよう、委員会の活動を進めたいと思います。 

 

◎各自の職業の高潔性を推進するために、ロータリアンの行動指針である 4 つのテストを例会

にて唱和する。 

◎職業奉仕」に関する歴史、変遷についての理解を深めて会員の自己研鑽に繋げ、全ての会員に

周知し職業倫理向上に繋がる情報発信を実施する。 

◎会員の見聞を広めるための「職場訪問移動例会」の実施 （訪問会社未定） 

◎例会時。会員の職種での情報発進に３分間スピーチを取り入れ会員職業の理解の場と出来る

様に職業奉仕を理解しましょう。 

木村和哉委員と共に奉仕の理想ロータリーは職業奉仕の基本を勉強しましょう。   
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社会奉仕委員会 

                        

委員長 飯塚 達夫 

これも活動計画書に記載しましたが、社会奉仕委員会は「ロータリー

の素晴らしさを広める」役割を担っており、 

１ 安心安全なコミュニティー創造の支援（具体的内容は今後詰めて

いきます） 

２ ごみのポイ捨て禁止啓発参加 

３ ボランティア塗装参加 

これらに加えて、クラブ創立 30 周年に相応しい社会奉仕活動を支援さ

せていただきます。 

 

米山記念奨学会委員会 

委員長 飯塚 達夫 

活動計画書に記載しておりますが、米山記念奨学会は、ロータリーの目指す”平和と国際理解の

推進”そのものということで、10 月の米山月間にはあらためて米山奨学会の意義をご説明し、

皆さんに特段のご協力をお願いする事になります。その節にはどうかよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

ロータリー財団委員会 

委員長 井上 雄樹 

ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が人々の健康状態を改善

し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み貧困を無くすこと

を通じて世界の理解、親善、平和を構築できるよう支援することで

す。会員の皆様には財団の使命をご理解いただき、そのための寄付

と財団の事業へのご協力いただきますよう御願い致します。 
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親睦活動委員会  

                                委員長 石川 千賀男 

Fellow ship  

親睦と奉仕は、ロータリークラブの根幹をなすものであると確信していま

す。そして親睦が失われればロータリーは崩壊します。 

親睦とは、親しく睦合うと書きますが、基本的にはコミュニケーション、

会員同士が楽しく、語り合い、気持ちを合わせて、行動に移すことに尽き

ると思います。職業上の発想の転換を通じて、分かち合いの精神による事

業の永続性を学び、そして友情を深め、自己改善を図り、その結果として、

奉仕の心が育ちます。これがロータリーの理想です。 

今年度は、今までになかった新しい時代の変化に対応した懇親を深める会

を検討し、計画してまいります。 

 

１、 クラブの会員全員が参加したくなる親睦会を計画する。 

２、 同好会、研究会などの在り方を研究し、検討する。 

３、 女性会員や若手会員が、自ら計画する親睦会を研究する。 

４、 モーニングらしい爽やかな新しい親睦の在り方を検討する。 

 

 

国際奉仕委員会 

委員長 竹澤 元男 

2022.7 月～2023.6 月の期間での国際奉仕委員会と致しましては、約

２年前より御存知のとおり、コロナ感染症の蔓延により社会全体が萎

縮し人々の活動が制限されてしまいました。今年度は回復すると思い

ますが、他所の国との交流であるためコロナ感染が懸念されますので

人との交流は避けたいと思います。支援を希望する所がありましたと

きには、地区資金を活用して行いたいと思うとともに、2022年度・2023

年度 RI2500 地区国際奉仕委員長、足立パストガバナーとも並行に打

合せを行っていますことをご報告させて頂きます。 
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青少年奉仕委員会 

委員長 桑原 義彦 

青少年委員会の目的は、次世代を担う青少年の健全な心と身体の成長

を図る事と言われておりますが、現在の経済社会においては新型コロ

ナウィルス感染病が蔓延しているなかでは中々、活動が出来にくい状

況でありますが、当委員会としては今期の活動計画は以下のとおり実

行していきたいと思います。 

１．今年は 2500地区が日韓青少年交換事業の受け入れ年度となってい

ることから、日韓の次世代を担う架け橋となるようにお手伝いする。 

２．今年度に北見市で開催する RYLAセミナーに青少年を参加させて研

修を積極的に進める。 

３．子ども食堂（高等学校生・大学生）など募金活動に積極的に協力し

て行く。 

 

広報ＩＴ委員会 

                                 委員長 谷地元 憲次 

広報ＩＴ委員会では、モーニングロータリークラブの根幹とする奉仕精

神による様々な活動を世の中の皆さんに広報し、興味と理解、そして好

評価を得られることを目標とします。  

近年、新型コロナ感染まん延により、奉仕活動や例会などの自粛で不遇

な状況下にありましたが、本年度は状況が好転することを期待して活動

に努力します。 

また、当委員会は SDGｓを基に前年度同様、積極的にＩＴを活用して環

境保護と省力化を図るため会報誌はＭＲＣホームページに透かさずア

ップロードし、皆さんが楽しく御覧できるようメンバー一丸となって努

力しますので御協力宜しくお願い致します。 

 

 

                             親睦委員長 石川 千賀男 

 

  ・本日は、ありません。 
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＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 

担当代理 宮永会員（高見会員ﾘﾓｰﾄ出席） 

＊本日の出席 第 1328回 例会 総員 ２１名  

７ 月  14日分 出席１7名  

出席率 80.95％ 

  

＊修正出席 ＊６月１６日は休会の為、修正出席はございません。  

 

＊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   ７月８日 武田昭宏会員（旭川 RC） 

 

＊７月１４日分    ニコニコ BOX   ございません     0 円 

会報編集                広報 IT 委員会     ・谷地元憲次 ・宮永 憲一 ・朝倉直博 


