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◆例会プログラム
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8.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
会員卓話
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
特別寄付金明細書送付の件
（公財）ロータリー米山記念奨学会

◆第 2978（1２/8）例会の概要
■会長の時間

立花

徳久

君

舞台裏・・先週の例会後に、欠席予定の佐々木会長から「会
長の時間」の代理を吉田Ｅに依頼。そのつもりの吉田Ｅ、原稿
を用意し、会報の鹿討委員長に事前送信。しかし当日、会場
監督の滝田委員長から「立花副会長の仕事」と指摘あり。立花
副会長はノープランでしたが慌てず「大人の対応」で無事に大
役を終えられました。
初仕事の“開会点鐘”
が、意外に気持ち良か
ったこと。
先週、いつもの先輩か
ら招かれた毎年恒例
“迷惑なコンサート”の
話題から、得意の音楽
ジャンル、レコード盤回
帰の話まで、豊富な話
題でした。
開会閉会を鐘で告げるのは
日本独特のものらしいです。

◆クラブ総会/次年度役員選出
■吉田

和洋

君

次年度の役員、ご承認
頂き、ありがとうござい
ました。
“その日”がどんどん迫
っております。

■特別“会長エレクトの時間” /吉田和洋君
今日は、佐々木会長が所用でお休みですので、今年

度初の会長代理の時間を務めるつもりで参りましたが、
実は副会長さんのお務めでした。
12 月に入りまして、皆様何かとお忙しい毎日をおすご
しのことと思います。
今朝は、今年初のピリッとした冬らしい朝になりました。
午前５時発表で－５度。
先週４日ついに初雪が降りました。天気予報で午前 3
時からの降雪予報でしたが、そのとおり朝起きたら積雪
でした。朝次女が起きた際の「雪積もった～」の声に目
が覚めた次第です。
その日の午前中は仕事で遠野へ釜石道で向かいま
したが、風雪でしたが除雪車も走っておらず、走行車線
だけは何とかとけていて大丈夫でしたが、走行車線以
外は積もっておりましたし、追い越し車線のあるところで
は除雪がされておらず、前に遅い車がいても、追い越せ
ない状態でした。遠野に入ったら、そんなでもなくて安
心。次の日に鱒沢～遠野間が開通とのことで、遠野・釜
石方面が、かなり便利になります。
5 日は午前中、盛岡マッハランドにての業界工事団体
の親睦レクリエーションボーリング大会に参加してきまし
た。毎年開催しているのですが、1 年ぶりのボーリングで
す。むろん練習もしていません。昔は友人とよくやって
いましたが、ここ数十年はせいぜい年 1 回でしょうか？3
人一組の団体戦です。
1 フレームだけ練習していざゲーム開始。
最近のボーリング場は、名前を申告するだけで一切採
点にタッチすることがないので、あれほど頑張った計算
方法も、電話番号と同じで、今では忘れてしまっていま
す。とはいえスコアでそんな面倒な計算をしなければな
らないようなスコアメイクにはならず・・・。1 ゲーム目は感
をとりもどすこともなく 91 点で撃沈。気をとりなおして 2 ゲ
ーム目へ。なんとなく感が戻ってきたのか、塗りつぶせる
スコアが出始め、終盤でいい感じになったころで終了！
スコア 136。ん～ゴルフと似た感じか？後半よくなりかけ
て終了するパターン。結果 参加 10 チーム中 5 位。
久々のボーリングは結構楽しかったです。昼の箸の使
い方がおかしくなっていたのと、次の朝肩が多少あがら
なかったのはご愛嬌。次回また来年。
夕方からは、花巻青年会議所の卒業式に途中からで
したが、出席してきました。当クラブからは、佐藤良介花
巻 JC シニアクラブ会長、三田さん、賢治さん、佐々木会
長、多田くん、誠吾くんも出席していました。卒業生は 9
名で、残念ながら出席できなかったようですが、当クラブ
にご入会いただいた前田さんも卒業ということでした。
私は、まだまだ若い方・・・と思っておりましたが、シニア
出席者座席が卒業式は 2 列目、祝宴は 3 番テーブルと、
前の方となった席順にびっくりでした。
気温が－４度を下回ってきますと、水道管の凍結注
意情報がでます。特にも水道管やボイラー等が外に設
置されている場合には、注意が必要です。また、北側や

西側に設置している場合は、風の影響で気温が更に下
がります。実際には保温カバーやヒーター設置している
ご家庭がほとんどですし、最近の住宅ではボイラー近辺
以外の配管が屋内にあるので水抜きをしないご家庭が
多いと思います。しかし外にある散水用の水栓の水抜き
操作はお忘れなく。
また、水抜き栓は完全に回さないと、止水不良で漏水と
なり、春先に高額請求になる恐れもありますので、しっか
り止まるまで操作しましょう。
再来週 22 日、Xmas 家族会です。今年最後の例会と
しての開催となります。是非ご家族にてご参加いただき、
楽しい時間を過ごしていただくことをお願い申し上げま
す。
滝田会場監督ご指摘ありがとうございました。立花副
会長、突然の会長代理の時間宣告にもかかわらず大人
の対応ありがとうございました。

☆吉田 和洋 君
次年度役員ご承認ありがとうございました。
その日がどんどん迫っております。次は委員選出になり
ます。皆さま、ご協力の程、よろしくお願い致します。
菊池さん、オブザーブ出席ありがとうございます。
立花副会長、大人の対応ありがとうございました。

◆第 2977 回例会のメニュー

＜ポークのしょうが焼き＞

◆新入会の挨拶

◆出席報告

(株)東洋技研の菊池で
す。お誘い頂きありが
とうございました。こ
れからいろいろと学ん
でいきたいと思いま
す。よろしくお願い致
します。

３１人中 16 人の出席
出席率
61.6％
前回修正 69.3％
メーキャップ
なし

◆委員会報告
■親睦委員長

阿部

一郎

君
菊池社長、ようこそロータリーへ！

ロータリーファミリーＸ‘ｍａｓ
パーティーの打合せ会を 13
日（日）に行います。ご担当
の皆様のご出席をお願い致
します。

◆ニコニコボックス
☆佐々木 史昭 君
本日は業務により欠席となってしまい、申し訳けありませ
ん。三田さんのお父様の本、ありがたく読ませて頂きた
いと思います。

☆三田 望 君
先週、花巻市民憲章運動推進大会を石鳥谷で開催しま
した。実践活動表彰、標語の表彰等をさせて頂きました。
その後、復元納棺師の笹原留似子氏の講演を聴きまし
た。あらためて津波の恐ろしさを感じました。
犠牲になられた方のご冥福をお祈りします。

☆高橋 豊 君
先月は、いろいろな周年行事にお招きを頂きました。
中央コーポレーションの５０周年、花巻温泉の８８周年、
富士大学の５０周年です。地域に根を生やし、社会にな
くてはならない存在感を感じます。

☆谷村 繁 君

◆次回のプログラム
１２月２２日(火) ｸﾘｽﾏｽ例会 『ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻』

◆今後のプログラム案内
１２月２９日(火) 年間スケジュールにより休会
２０１６年
１月 ５日(火) 年間スケジュールにより休会
１月１２日(火) ｸﾗﾌﾞ協議会（前期事業報告）
慶祝該当者スピーチ<例会前理事会>
会員誕生祝：戸来昭浩君、安藤武彦君、佐藤良介君
在籍表彰 ：高橋 健君 （46 年）、滝田吉郎君（14 年）

１月１９日(火) ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ/会員拡大委員会担当
１月２７日(火) 花巻３ＲＣ合同新年会＠菊の会合同
（花巻北ＲＣ担当）
２月２日（火） 慶祝該当者スピーチ／幹事
会員誕生祝：橋川秀治君、多田浩二君、飯塚正晴君
夫人誕生祝：橋川史子さん、澤田香子さん
結婚記念 ：多田浩二君・理絵さん
在籍表彰 ：上田 穣君 （２０年）、
鳥畑 昭裕君（３年）、橋川 秀治君（２年）

２月９日（火） ＲＩ創立記念日に因んで
／担当 伊藤誠一郎直前会長
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◆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
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