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◆例会プログラム
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◆第 2963 例会の概要
■会長の時間

佐々木

史昭君

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
クラブフォーラム
会員増強に因んで（会長エレクト担当）
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

◆幹事報告
①60 周年記念誌「60 年の年輪」の御礼
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 田口良一（盛岡北ＲＣ）
②平成 27 年度「花南祭」開催について（ご案内）
岩手県立花巻南高等学校
校 長

遠藤可奈子

③8/1（土）Ｒ財団セミナー 奉仕研修委員会報告
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所
④（再送）特別月間（8 月）名称変更のご案内
「会員増強・拡大月間」→「会員増強・新クラブ
結成推進月間」

ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所

「ロータリー財団セミナーと８月度理事会報告」
先週のガバナー公式訪問・例会では多くの大委
員長様、小委員長さまにご参加をいただき菅原裕
典ガバナーをお迎えすることが出来ました。ありが
とうございました。菅原ガバナーから「花巻クラブ
で１５クラブ目の公式訪問であるが、これだけ多く
の大委員長様・小委員長様に出席して頂いたの
は初めてで、クラブの実情を肌で感じることが出来
るこの形が私の理想です。」と上田ガバナー補佐

⑤2015-16 活動報告書送付
北上ロータリークラブ
⑥60 周年記念誌「60 の年輪」の御礼
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 桑原 茂

を輩出している花巻ロータリークラブとしては最高
級の褒め言葉を頂戴したと考えております。これも
ご協力頂いたみなさまのおかげと心から感謝申し
上げます。

⑦館報 26 号
（公財）米山梅吉記念館

先週土曜日、RI２５２０地区ロータリー財団委員

⑧第 44 回ロータリー研究会（予告）ご送付の件

会主催のセミナーが、東北新幹線栗原駅に隣接し

12/1（火）～12/4（金） 「ホテルグランパシフィック」
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所
⑨ハイライトよねやま 185 号
（公財）ロータリー米山記念奨学会

ているエポカ２１で開催され、財団委員長の浅沼さ
んはご都合のため参加出来ませんでしたが、当ク
ラブから私と会長エレクト吉田和洋君が参加致し
ました。ロータリー財団については、ロータリー財
団が主催するＧＳＥ事業にお世話になった私もあ
まりよく分かっていませんでしたが、今回大変わか

りやすいセミナーを受講させて頂き、大凡の事を

新年度体制で活用できるように、今年度・新年度

理解できました。ロータリー財団は地区単位で寄

両チーム協力し合い、計画的に取り組んで参りた

付を集め、３年後に２５％が地区補助金として地

いと思います。

区に還元され、５０％がグローバル補助金として

また本日例会前に 8 月度理事会が開催され、有

地区に還元されます。最大９５％まで地区に還元

意義な議論が色々行われましたが、本日のクラブ

されうるようです。財団運営費は５％なそうで、ユ

協議会において、クラブ全体として確認して参りた

ニセフ協会は１９％なそうですから、基本的に善意

いと思います。

に基づいた運営がなされていると思います。
２０１５－１６年度の地区補助金予算枠は５５０

その 1 つが HP における会報の取り扱いについ
てです。新たしく開設された花巻ＲＣの公式ＨＰで

万円ありましたが、申請額が少なかったため１０事

すが（これまで閲覧したことのある会員はまだ６

業合計３２５万円が予算化され、残額２２５万円は

０％程度でした）、外部へのＰＲを考えれば会員外

グローバル補助金に返還されました。岩手県内で

の方も閲覧できる方が良いと思う一方、ニコニコボ

は、盛岡南クラブさんが図書管理の電子化１０万

ックスに記載されている内容がそのまますべてオ

円、盛岡東クラブさんが盛岡城公園の環境整備５

ープンになるのは問題という意見もあり、理事会で

万円、二戸ＲＣさんがカーリング大会２０万円、及

議論したところ、基本はＷｅｂ上では会員内外にオ

び地区中高生の基礎英語力の向上２０万円など、

ープンにし、紙ベースの会報は従来通り会員のみ

合計５５万円が活用されていますが、２５０万円以

のクローズなものとし、それを理解した上でニコニ

上は宮城県で利用されているのが現状となってい

コボックスの記述をしてもらう！ということにしたい

ます。

と思います。

グローバル補助金は、世界の紛争解決や疫病

2 つめはホットスプリングスで日本語教師として

予防、ポリオプラスなど６つの重点分野に活用さ

赴任する石崎青空さんの支援についてですが、先

れています。グローバルな諸課題の解決のために

日ふくろう募金により３万円集めていただきこれを

地区の我々に何が出来るかというと、将来グロー

お餞別にすることは特段の問題はありませんが、

バルな課題の解決に活躍するグローバルエリート

ロータリーが直接行っていない事業に金銭面の支

を開発し奨学金の給付を通じて支援を行うことで

援をするのは抵抗があるとの意見があり議論した

ある、との信念に基づき、RI が奨学生の発掘と支

ところ、石崎さんを花巻ＲＣの親善大使に任命し現

援に重点を置いていることを再認識致しました。国

地姉妹クラブであるホットスプリングス・ビレッジ・

際ロータリー活動の本流は、国際留学生の支援と

ロータリークラブとの各種活動等に参加してもらい、

交流であり、クラブとしても積極的に関わっていき

その活動資金を支援する形をとればよいのではな

たいと思います。

いか、との意見を頂戴し、その方向で進めさせて

２５２０地区の場合いわゆる寄付ゼロクラブが２
０クラブもあり、８０クラブの２５％にも達し、日本全

頂きたいと思います。
これからも理事会、クラブ協議会を適宜開催し、

体では４．５％と比較するといかに２５２０地区がロ

適切に意思決定を図って参りたいと思います。宜

ータリー財団との関わりが薄い地区であるかとい

しくお願い申し上げます。

うことが見て取れます。
グローバル補助金の利用についてはハードルが
結構高いと思いますが、地区補助金は地区財団
委員会の裁量で決定され、融通が利くようですか
ら、花巻ＲＣでもしっかり議論を深め、申請スケジ
ュールに則って来年４月までに補助金申請を行い、

◆クラブ協議会
■新年度抱負発表（前回未発表者）
①会計、②国際奉仕大委員長、
③青少年奉仕大委員長、④出席委員長
⑤親睦委員長、⑥ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長、
⑦雑誌委員長、⑧友好クラブ委員長、

⑨会員選考委員長、⑩職業奉仕委員長、
⑪人間尊重委員長、⑫国際青少年計画委員長、
⑬ロータリー財団委員長、⑭米山奨学会委員長、
⑮花巻 RC 奨学生委員長

☆結婚記念日：
高橋典克君・美加子さん（７日）
☆在籍表彰：
小原紀彰君（３７年）、 浅沼幸二君（２７年）

誕生日：浅沼幸二君
誕生日：笹木賢治君

夫人誕生日：谷村繁君
在籍表彰：浅沼幸二君
君
『話すことを、沢山
用意し てきたの で
すが（笑）、時間が
なくて残念・・・』

慶祝者代表、浅沼幸二君の挨拶

■8 月度 慶祝

『初仕事で緊張

☆会員誕生日祝：

しています。』

浅沼幸二君（３日）、堀合康亮君（１９日）
笹木賢治君（２２日）
☆夫人誕生日祝：
谷村るり子さん（１９日）、
高橋洋子さん（２６日）

出席委員長として初仕事の佐藤誠吾君

◆出席報告
鹿討 康弘 君
31 人中 16 人の出席
出 席 率 57.1％
前回修正 71.5 ％

先週は灼熱 38℃の名古屋に 3 日間滞在しました。
デンソー様本社におきまして、北東北 3 県の、
ものづくり企業 60 社が、精一杯 PR に努めて参

◆メーキャップ
8/1（土）
ロータリー財団セミナー「エポカ 21」
・佐々木史昭 君
・吉田 和洋 君

◆ニコニコボックス

りました。
本日は例会後、37℃の群馬県桐生市に出張です。

◆前回例会のメニュー

佐々木 史昭 君
2520 地区主催のロータリー財団セミナーに初
めて参加し、地区で割合気軽に利用できる地区
補助金が 500 万円程あること、グローバル補助
金は世界の貧困撲滅や平和追求のため、高度な
海外留学生を育てる奨学金にその多くが使わ
れている事を勉強しました。花巻クラブもその
ような人材発掘に目を向けていきたいと思い
ます。
笹木 賢治 君
8 月 22 日で、60 歳に なります。
先月の 7 月 19 日に志戸平温泉で中学の同級生
と、還暦祝いを行いました。男女とも卒業生の
約半数の 50 名の出席となりました。
本日は、誕生日ありがとうございました。
浅沼 幸二 君
誕生祝い、出席年バッジ、ありがとうございま
した。
30 年までは出席をガンバリマス！！
谷村 繁 君

『赤魚の唐揚げ
オクラとなめこのあんかけ』

◆次回のプログラム
8 月 25 日・クラブフォーラム
花巻 RC の IT 化について（広報委員会担当）

◆今後のプログラム案内
９月 １日（火） 慶祝該当者スピーチ ＜例会前理事会＞
９月 ８日（火） 菊の会合同夜例会
■ゲストスピーチ／ベン・ベル（担当職業奉仕委員会）
９月１５日（火） ゲストスピーチ
■ゲストスピーチ／

（担当青少年計画委員会）

◆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

