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目に見える地域貢献をしよう！

ブレティン
第 2963 回例会

No4 2015 年 8 月 4 日

◆例会プログラム
1. 開会点鐘
2. 国家斉唱
3. ロータリーソング斉唱
4. 四つのテスト
5. 会長の時間
6. 慶祝該当者スピーチ
7. 幹事および委員会報告
8. 出席報告
9. ニコニコボックス
10. 閉会点鐘

上田 穣ガバナー補佐

◆幹事報告
①ナイジェリアで野生型ポリオウィルスの
無発生期間が 1 年を経過

菅原裕典ガバナー

②RYLA のご案内 （ロータリー青少年指導者養成
プログラム）
③ｶﾞﾊﾞﾅｰノミニーについて
④特別月間（8 月）名称変更のご案内
◇◇◇ ①～④ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所
⑤8 月のロータリーレート 1 ドル＝124 円
◇◇◇ 国際ロータリー日本事務局経理室
⑥60 周年記念誌「60 年の年輪」寄贈の御礼
◇◇◇

古川東ロータリークラブ

◆第 2962 例会の概要
◇第 1 部
会長、幹事、大委員長、小委員長事業計画発表
11：30～12：20

大委員長、小委員長事業計画発表

佐々木会長 あいさつ

菅原ガバナーより総括をいただきました。

２人ともレギュラーにはなれず、ベンチに入ったり

◇第 2 部
■会長の時間

佐々木

史昭君

入らなかったりしながらも３年間野球部を全うした
メンバーですので、佐々木洋監督の薫陶を受け、挨
拶や礼儀、考え方が非常に素晴らしく、弊社の上司
あるいは幹部に良い意味で教育指導のプレッシャー
がかかり相乗効果が生まれている状況です。皆様ご
承知の通り、花巻東高校野球部佐々木洋監督の指導
方針は大変素晴らしく、メンバーを岩手県出身者で

「祝！花巻東高校優勝」
みなさん、こんにちは。本日は、２５２０地区ガ
バナーの菅原裕典さんのゲストスピーチを予定して
います。先ほどの公式訪問においても大変貴重なお
話を頂戴しており、例会においても３０分くらいは
お話を拝聴する時間を取りたいと思っております。
会長の時間は短く切り上げますので宜しくお願い申
し上げます。
先週、菊の会の総会がありました。吉田新会長の
もと、親クラブの活動方針や年間プログラムも共有
していただき、1 年間の活動がスタート致しました
が、その場で平成２７年春の叙勲・瑞宝章双光章を
受賞された中辻慶子さんに菊の会と花巻ロータリー
クラブの連名で花束を贈らせて頂きました。中辻さ
んからは一昨日、添付のようなとても丁寧で礼儀正
しい御礼のお手紙を頂戴致しました。さすがは叙勲
受賞者、弁護士の妻！と思わせる文面で、ぜひみな
さまにご紹介申し上げたいと思います。
さて先週、岩手県の高校野球史に残る大激戦を制

固めていること、挨拶や礼儀を重んじていること、
控え選手や両親など支えてくれている人への感謝を
大切にしていること、など基本的な指導理念がしっ
かりしているからこそ、花巻市民だけでなく岩手県
民や他県の方も共感し応援してくれて一体になれる、
それが花巻東高校の強さなのだろうと思います。
理念がその組織の強さの源だということは、みな
さまの会社組織も、ロータリークラブも同様だと思
います。ＲＣはまさに世界中でそれを実践している
組織だと思います。４つのテストをアメリカのロー
タリークラブで「4 way test」として唱和すると、
この理念が世界共通であることを実感させられます。
今年のＲＩのテーマ「be the gift to the world」、
そして花巻ＲＣの「目に見える地域貢献をしよう！」
はみなさまに共感頂けるでしょうか。花巻地域で必
要とされているところに手を差し伸べることを、ロ
ータリーがメンバーの協議によって決定し、行動し
て参りたいと思います。１年間、宜しくお願い申し
上げます。

して、花巻東高校硬式野球部が岩手県大会で優勝し、

◆ゲストスピーチ

甲子園に出場致します。花巻市民にとって本当にう

■2520 地区ガバナー

菅原裕典君

講演

れしいことであり、甲子園での活躍が今から大変楽
しみです。今や花巻と言うと「あの大谷翔平や菊池
雄星が出た花巻東高校のあるところですね！」とす
っかり宮澤賢治や花巻温泉を抜いて花巻を最も有名
にしている花巻東高校であります。私などは花巻東
高校野球部の練習を見学するツア、練習を体験する
ツア、野球博物館などをつくると大変いい観光資源

2015-16 年度ガバナーに指名されました菅原裕典で

になるだろうと思いますが、それはきっと高野連が

す。所属は仙台泉ロータリークラブで、職業奉仕では清

許さないのだろうなと、俗っぽいことを考えたりし

月記という葬祭業を営んでいます。

ております。
弊社にも花巻東高校野球部のＯＢが２名おります。

さて、昨年 7 月にガバナーエレクト年度がスタートしＧ
ＥＴＳ（ガバナーエレクト研修セミナー）を 2 回受講し、そ

の後ロータリー研究会を経て 12 月のガバナーエレクト

も大事なことですので、出来るだけリアルタイムの情報を

国際協議会壮行会を開催していただき、サンディエゴ

発信していきたいと考えておりますので、各クラブからの

のガバナーエレクト国際協議会に参加して参りました。

情報も載せていきたいと考えております。是非とも様々

国際協議会では世界 120 ヶ国より 530 名のガバナー

な情報をお寄せください。

が参加して午前 1 回、午後 1 回の本会議、日本のガバ

残念な事に、我が 2520 地区のロータリー財団、米山

ナー34 名との分科会が午前 1 回、午後 2 回の厳しい研

記念奨学会への寄付金は 34 地区の中でも下から数え

修を 1 週間にわたり受講し、ラビンドラン RI 会長の「Be

た方が早い順位です。私たちは 3.11（東日本大震災）

a gift to the world～世界へのプレゼントになろう～」

を経験しており、様々な方々から大変お世話になって

のテーマを基に、私たちは地位や身の上にかかわらず、

おります。その恩に報い、復興をアピールするためにも

才能、知識、能力、努力、そして献身と熱意など、誰に

寄付金額を増やしていきたいと思います。そこでロータ

でも与えることのできる何かをもっているはずで、ロータ

リー財団のことをご理解いただく機会を増やすと共に、

リーを通じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰

米山奨学生との交流が少ないクラブの皆様には奨学生

かの人生に、そして世界に、真の変化を起こすことがで

を派遣して卓話をしてもらう機会をつくりますので、是非、

きるはずだと言う事を学んできました。

手を挙げていただき交流を深めてもらえればと思います。

帰国後は地区チーム研修セミナー、会長エレクト研

来年の 5 月下旬にソウルで世界大会が開かれます。お

修セミナー（PETS）、そして、地区研修協議会を経て、

隣の国で大変行きやすいところとなりますので、多数の

いよいよ 7 月 1 日からガバナー年度がスタートしました。

方のご参加をお願いします。2520 地区として 340 名の

この 2520 地区は現在 79 クラブです。世界には 120

参加を目標としております。各クラブの会長・幹事に会

ヶ国に 120 万人のロータリアンがおり、100 年もの歴史

長エレクト・幹事エレクトのみなさんの最低 4 名を目指し

がある組織です。しかし、ロータリーの他にも異業種クラ

ていただき、さらに数名の方にご参加いただければと思

ブとして様々な団体があります。会員増強のためにはそ

います。私の役割は公式訪問にてラビンドラン国際ロー

れらの団体との競合が避けられません。そのためにもロ

タリー会長のメッセージを伝えることであると考えており

ータリークラブの特徴や魅力をより一層伝えていかなけ

ます。この訪問が皆様にそのメッセージが伝わる機会に

ればなりません。もちろんクラブごとの事情は異なること

なっていれば幸いです。

と思いますので、必ずしも会員増強を押し付けることは

それでは、一年間よろしくお願い申し上げます。

出来ませんが、会員としてふさわしい方をリスト化するこ
とにより、一度や二度の勧誘だけではなく、何年も継続
して勧誘することが大事だと思います。
ロータリークラブの財産は会員でありますので、人財
の確保は重要なことだと考えております。だからこそ、ロ
ータリーを広めて行く上で、ブランディングすることが大
切です。是非「ロータリーの友」やこの「ガバナー月信」
をロータリーの広報のために使ってください。今年のガ
バナー月信にはファイリングするための穴を開けません

左：花巻 RC が支援するベン・ベル君（友好都市ホットス
プリングス市で日本酒醸造会社の立ち上げを目指して
いる）の醸造したお酒を記念に手渡す佐々木会長。
右：甲子園出場を決めた花巻東高校の滝田同窓会長
に『おこころ』を手渡す菅原ガバナー。

でした。保存ファイルも配布しませんでした。それは、会

左より
及川地区筆頭副代表
幹事、菅原ガバナー、
上田ガバナー補佐

社の目立つ場所に置いてもらい、そして、ロータリーの
情報伝達のツールとして使っていただきたいからです。
保存するのではなく、ボロボロになるまで使っていただ
ければと思います。
また、IT 化が進む現在、ホームページの充実・強化

◆出席報告

31 人中 21 人の出席
出 席 率 72.5％
前回修正 72.5％

2520 地区の未来の為に、今取組むべきことを地道に

◆メーキャップ なし

着実に推進して下さい。

◆ニコニコボックス

くれぐれも体調管理にも気をつけて下さい。

佐々木 史昭 君

滝田 吉郎 君

菅原裕典ガバナーに公式訪問いただき、大変有意義な

最後まで諦めない花巻東の持ち味を発揮し、甲子園切

例会となりました。ありがとうございました。

符を勝ち取ったナインのみなさま、甲子園出場おめでと

今年 益々2520 地区と連携を深め、ロータリー活動を

う。甲子園でも一戦一戦成長し大暴れしてください。

楽しく展開して参りたいと思います。

ロータリーのみなさま、ご寄付をお願いいたします。

澤田 常夫 君

稲田 典之 君

菅原ガバナーの来訪をいただき、気持ちを一層新たに

菅原ガバナーには、ご来訪の上御指導いただき、ありが

し本年度の活動が実りあるものになりますよう、よろしく

とうございました。益々のご活躍をお祈り致します。

お願い致します。

阿部 一郎 君

吉田 和洋 君

菅原ガバナー、公式訪問ありがとうございました。

菅原ガバナー、及川地区筆頭副代表幹事、上田ガバ

貴重なお話を受け、大いに参考になりました。

ナー補佐、ご訪問ありがとうございました。

7/24～26 広島へ同業者の結婚式に参列するため行っ

2015 イーハトーブフォーラムへの皆様のご協賛

ておりました。行きは福岡空港へ飛び博多で甥と会い、

ありがとうございました。

新しく開いた法律事務所を見てきました。新幹線で広島

立花 徳久 君

へ行き、式に参列しました。やはり西日本は暑いと実感

本日は菅原ガバナー来花ありがとうございます。

できた旅行となりました。

日曜日に平原綾香のコンサートに行って来ました。

鹿討 康弘 君

その中で歌った宮澤賢治の「星めぐりのうた」を歌いまし

菅原ガバナー様、御講演ありがとうございました。

たが、私が今まで聴いた中では最高でした。

花巻 RC では新しくホームページを開設いたしました。

上田 穣 君

早速、講演要旨をアップさせて頂きます。

ようこそ菅原ガバナー、花巻ロータリークラブへ！！大

◆前回例会のメニュー

歓迎です。ガバナー補佐としての初めての公式訪問で
したが、佐々木会長の思いのこもった、素晴らしい公式
訪問であったと思います。これからもガバナー補佐とし
て頑張っていこうと思っております。
下坂

和臣

君

公式訪問ありがとうございました。
特に 29 年前、大変お世話になった菅原ガバナーの
名前を耳にし感無量です。

鶏肉オーブン焼和風ソース

花巻東高校、甲子園出場おめでとうございます。

◆次回のプログラム

高橋 豊 君

8 月 11 日 休会

本日は菅原ガバナーのご来訪を心より歓迎致します。

８月 18 日

そして佐々木新会長のご活躍を期待しております。
上田ガバナー補佐は明るい笑顔で 1 年間ガンバって
下さい。
三田 望 君
菅原ガバナー、公式訪問ありがとうございます。

クラブフォーラム

会員増強に因んで（会長エレクト担当）
◆クラブ会報委員：鹿討康弘/多田浩二/佐藤誠吾
/鳥畑昭裕/橋川秀治/小山田泰彦/飯塚正晴
◆事務局 〒025-0075
花巻市花城町 10-27
花巻商工会議所内 花巻ロータリークラブ
TEL /FAX : 0198-41-1133
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http://www.hanamaki-rc.com/
記事担当/鹿討

