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プログラム
会長、クラブ奉仕方針発表
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出席報告
第3334回例会
６月29日
会
員
81 名
出
席
54 名
出 席 率 67.50％

ＲＩテーマ

会長

バリー . ラシン

“ インスピレーションになろう”
７月13日（金） 第3336回例会プログラム
４大奉仕方針

これからの予定
７月20日（金） ゲストスピーチ 一般社団法人旭川観光コンベンション協会
旭川地域フィルムコミッション担当総務・事業担当 主任 森崎真美恵 様
７月27日（金） ゲストスピーチ 旭川市総務部
◇

●会

次長

田村

司 様

◇

◇

６月29日（金） 第3334回例会の記録

開

点

ロータリーソング斉唱

鐘

会長

12:30

会

宣

言

多田郁雄 会場監督
それでこそロータリー

● 編 集 ＩＴ・会報委員会
● 委員長 宗万脩史
● 担 当 中野 信
長 鎌田嘉範
● 例会日 毎週金曜日 12:30 〜13:30
● 事務局 前野房子
● 例会場 星野リゾート ＯＭＯ７ 旭川
〒 070‑0036 旭川市６条通９丁目 TEL (0166) 24‑2111 FAX 24‑2114
● 事務局 道北経済センタービル 2F
〒 070‑0043 旭川市常盤通１丁目 TEL (0166) 25‑1551 FAX 23‑3398
● ホームページ http://www.asahigawarc.org/
● Facebook facebook.com/asahigawaRC/

会長挨拶：林

孝幸

会

務

報

告

皆さん、こんにちは。

ＲＩ第2500地区旭川モーニングロータリー

本日の例会は、私の年度の最後の例会です。

クラブより創立25周年記念式典終了のお礼

最後のお礼と感謝については後ほど機会があ

状収受

るようなので、そこでお話をするとして、今
日もスケジュールが詰まっていますので進行
に徹します。

育

英

財

団

ところで、昨日のワールドカップの日本の
戦い方、皆さんはどのように思われたでしょ

東藤弘志会員と松尾俊彦会員より寄付をいた

うか。現状維持の確率、セネガルが同点とす

だきました。

る確率、日本が得点し引き分けになる確率、

東藤弘志 君

日本が失点あるいは警告を貰う確率等々をす

退会にあたりＲＣ育英財団に心ばかりの

べて判断して、西野監督は現状維持の確率が

気持ちを。

最も高いとして後半30分ころからボール回

松尾俊彦 君

しに徹し、結果予選リーグを突破したわけで

７年半大変お世話になりました。

すから結果論としては良かったことになりま
す。ただ、海外のメディアからは「茶番」だ
とか「次のラウンドではボコボコにされるの

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス

を望んでいる」などと酷評されています。
もっとも、そんなことよりも、残念でかつ

林

孝幸 君

悲しいことですが、今月末をもって退会する

１年間色々お世話になりました。次年度

方が７人もいるということです。本日そのう

からは一兵卒として働かせていただきます。

ち５名の方が出席しておりますので、順次ご

若井賢治 君

挨拶をいただこうと思います。

本例会と明日をもって幹事職が終了しま

（東藤弘志会員、山内亮史会員、松尾俊彦

す。皆様には大変お世話になりました。１

会員、佐々木洋介会員、日向豊会員より退会

年間ありがとうございます。

挨拶）

丹保明大 君

さらに、出席はかないませんでしたが、こ

会員諸兄のご助力により１年間親睦活動

れらの方々に加え高桑辰夫会員、上坂勝司会

委員長を務めることができました。心より

員からも退会届け出がでております。両人か

御礼申し上げます。

らは皆様にくれぐれもよろしくとの伝言があ

鎌田嘉範 君

ります。

いよいよ新年度がはじまります。心優し

我々としてもとても残念で悲しいことです

く応援をしてください。

けれど、やむを得ないものとして受け入れ、

濱口勝紀 君

前を向いていくしかないものと考えています。
それでは、お昼にいたしましょう。

誕生日にすばらしいお箸をいただき、我
が家も食生活を考えねばと……。
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長木克文 君

プ

ロ

グ

ラ

ム

・誕生日プレゼント、ありがとうございま
した。

新旧引継例会

・妻に誕生日の花束、ありがとうございま
した。
東藤弘志 君
会員の皆様に31年間お世話になり、友
情に感謝致します。
山内亮史 君
半端ないロータリアンを目指していたの
ですが……。すべてのことに感謝いたしま
す。

林

佐々木洋介 君

改めてご挨拶させていただきます。私に与

旭川ロータリークラブのますますのご発

えられた時間は４分です。

展をお祈り申し上げます。２年間本当にあ

例年この場では、会長が理事・役員・委員

りがとうございました。
日向

孝幸 会長

長の皆様に感謝の言葉を述べておりますが、

豊 君

本日は時間の関係ですべての皆様に感謝の言

約１年３ヶ月、短い期間でしたが最古最

葉を述べることは不可能です。今日話がなか

大最強の旭川ロータリークラブの一員とし

ったからと言って、決してご協力いただいて

て活動させていただき、ありがとうござい

いない、感謝していないということではあり

ました。

ませんので最初にお断りをしておきます。
昨年６月に突然、次々年度会長から次年度
会長への繰り上げということで、全く準備が

メ

ー

ク

ア

ッ

整っていないなか私の年度はスタートしまし

プ

た。会長方針も、結局、理事・役員の方々は
６月22日
（金）
〜６月29日
（金）
迄

すでに今年度の活動方針を提出している関係

敬称略

で、そのまま使わせていただくことになりま

〔６月22日（金）旭川MRC25周年記念式典へ〕
林

した。しかし、何とか今日まで大きな失敗も

孝幸・若井賢治・須藤良太・多田郁雄

なく来られたのは、会員の皆様のご協力のお

〔６月25日（月）旭川南へ〕
吉田

蔭ですので、心より御礼申し上げます。誠に

裕・松尾俊彦・尾田利雄・嶋岡邦雄

ありがとうございました。

野崎和彦

松尾副会長には最も大変な８月、９月、

〔６月26日（火）旭川空港へ〕

10月の第１例会に会長代行をお願いするこ

本間雅博

とになりましたが、先ほどのお話しでは退会

〔６月28日（木）旭川東へ〕
生駒雅彦・中川竹志・小林

亨・西山

ということなので、もう少し代行をお願いし

仁

ても良かったのかなとも感じております。た

〔６月28日（木）旭川東北へ〕
富田

だ、副会長として私の隣に座っていただいた

宏
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だけで安心でしたし、名古屋の話では少し話

妙で、非常に興味深く聞くことができました。

題として使わせてもいだきました。

新田プログラム委員長を始めとして委員の皆
様本当にご苦労様でした。

若井幹事には最初から最後まで会の運営を
安心してお任せすることができました。皆さ

本年度の炉辺会合は１回の開催でしたけれ

んが当初おっしゃっていた「会の運営は幹事

ども、石田裕則副委員長のロータリーに関す

に任せておけばいいんだよ」と言う言葉、最

る歴史と意義のお話、新入会員だけでなくベ

初は半信半疑だったのですが年度途中からは

テランの方も参加して、とても有意義なひと
時を過ごすことができました。

「全くその通り」ということで、ほぼ幹事に

その他、会場監督、国際奉仕、雑誌・広報、

任せきりとなりました。私は例会の運営に徹

ＩＴ・広報まだまだ感謝すべき委員会及び会

することができました。感謝の限りです。

員等はいっぱいあるのですけれど時間の関係

今年度は８回の夜間例会を開催させていた

上割愛させていただきます。

だきました。12月の「年末ファミリーパー
ティー」
「観桜夜間例会」そして先週の「家

今年度、会長として、隔月開催される第３

族の夕べ」は親睦活動委員会の皆様の斬新な

分区の会長幹事会、あるいは旭川北ロータリ

企画と活動によりとても楽しく、会員のみな

ークラブ、モーニングロータリクラブの周年

らず家族の人々とも懇親を図ることができま

行事、あるいはＩＭ等に参加してみて改めて

した。また、10月の網走での地区大会にお

思うのは、各クラブも個性をもって奉仕活動

いては、温泉に入り、美味なる酒と食を堪能

をしているということです。例えば、北ロー

し、大いに親睦を深めることができました。

タリーの「せんちゃん勉強会」などはそれほ

往復のバスの中での飲食の提供も含めて本当

どお金をかけずに、かつ身近に奉仕を実践し

にご苦労様でした。

ているということで、とても参考になりまし
た。われわれも、もちろん「ロータリー育英

社会奉仕活動では上川神社祭防犯パトロー
ルと「喜楽」での直礼、とても楽しい時間で

財団」のような取り組みをしておりますが、

した。また、工藤社会奉仕委員長には今年度

今後はこのような新しい取り組みもしていか

ローターアクトとの連携において多大な尽力

なければならないと強く感じました。
また私の年度の始まりの会員数は78名で、

をいただいこと、11月には旭山動物園正門
下の公園駐車場にて植樹を実施してくださっ

本日最後の例会においては75名となってし

たこと、３月のＩＭにおいて当クラブの奉仕

まいました。残念ながら退会者の増加を食い

活動ということでスピーチをしていただいた

止めることはできませんでした。今後は規模

こと、本当にいろいろお世話になりました。

の縮小もやむを得ないものとして受け入れる
のか、あるいは会員の増加を図っていくのか、

職業奉仕では、今年度は我々もめったに足
を踏み入れることのない自衛隊への職場訪問

当然後者を選択ということになると会員の多

ということで、第２師団副師団長のお話と施

様化を図っていくことの議論もしていかなけ

設の見学もさせていただきました。

ればならないところに来ているのではないか
と思っております。

また、例会の要ともいえるプログラム委員
会においては、色々なジャンルの中からのゲ

これらのことは一朝一夕に解決できる問題

ストスピーチと会員の卓話とのバランスも絶

ではありませんし、私の年度では問題提起に
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とどまってしまいますが、次年度以降の課題

たので、今となってみれば林会長の３回の欠

として鎌田次年度会長を始めとする次年度の

席は私にとって最適の回数だったと思います。

理事役員及び委員長さんにお願いすることと

今後の旭川ロータリークラブの運営を考え

して、私の会長としての最後の挨拶とさせて

ると会員の増強は最も重要な課題だと思いま

いただきます。

す。
次年度の副会長の本田さんに引き継ぎます。

一年間お世話になり本当にありがとうござ

この１年間副会長の役目を無事務められた

いました。

のも林会長、若井幹事をはじめ役員の皆様、
旭川ロータリークラブの会員の皆様のご支援、
ご協力のおかげです。皆様の友情に心より感
謝申し上げます。

松尾俊彦 副会長
ロータリアンとして最後の年に林会長の下、
副会長を務めさせていただき大変光栄であり、
思い出に残る１年でした。
副会長はどんな仕事をするのかもほとんど

若井賢治 幹事

知らず、会長予定であった金田さんからの依

みなさん、こんにちは。本当に１年間あり

頼を安易に受けてしまいました。年度スター

がとうございました。会員の皆様のお力がな

トの間近になって会長が変わる事態になり、

ければここまでできなかったかなと思ってい

新年度がスタートしました。

ます。皆さんに感謝申し上げます。

例会ではニコニコボックス、育英財団への

今年１年、スタートからいろんな変化があ

寄付のご紹介、第１例会での誕生日プレゼン

りまして、途中いろんな事業が追加になった

トの会員読み上げが仕事でしたが、林会長欠

り、本当に変化ばかりの１年だったと思いま

席時の会長代行としての仕事がありました。

す。

事前に聞いていましたが、８月、９月、10

私は言葉が上手ではなくて育ちや生まれが

月、それぞれの第１例会に会長代行として務

良い方じゃないものですから、諸先輩方に

めましたが、点鐘、誕生日プレゼントの贈呈、

多々暴言とは言いませんが言葉足らずのお話

グォン・ロクン君への奨学金授与、例会の進

をしたり、皆様に対しても言葉足らずのこと

行を３回務めさせていただきました。林会長

があったと思います。この場をお借りいたし

が欠席しなければ経験できない事でありまし

まして、高い席ではございますけれどもお詫
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旭川ロータリークラブの歴史と伝統の重みで

び申し上げます。

あるのかと、ツクヅク感じたところでござい

皆様のお力で何とか「林丸（はやしまる）
」
をここまで持って来られたと思います。会員

ます。また、林会長をはじめとした今年度の

の皆さんのお力がなければここまでなかった

皆様、ほんとうにご苦労様でございました。

と思いますので、感謝だけを述べさせていた

クラブ運営を１年間成し遂げられました林会

だきまして挨拶とさせていただきます。あり

長のすがすがしい笑顔とゆとりの表情に羨ま

がとうございました。

しく思います。
そして、いよいよ新年度になりますが、本
田副会長をはじめ、須藤幹事、理事役員の皆
点鐘

会長

様や各委員長さんに支えていただきながら、

13：30

これからの１年間クラブ運営に務めてまいり
ますので、どうか皆様方の変わらぬご理解と
温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い
申上げまして、少し重みを感じるハンマーを
引き継ぎさせていただきます。
１年間、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。ありがとうございました。

今月誕生日を迎える会員

林会長より、鎌田次年度会長へハンマーの引き継ぎ

○次年度会長挨拶

昭和21年７月14日

五十嵐暁郎 会員

昭和23年７月７日

助安

久雄 会員

昭和40年７月31日

富田

宏 会員

昭和46年７月７日

園田

直之 会員

昭和48年７月11日

井上

雅之 会員

昭和49年７月11日

石田

慶嗣 会員
計６名

鎌田嘉範 次年度会長
只今、ハンマーの引き継ぎを受けまして、
あらためて身の引き締まる思いでございます。
先日、ゲストでいらっしゃいましたＥクラ
ブ会長の東堂さんが「点鐘の響にも重みがあ
りますネ」とつぶやいておりました。これが
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