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◆例会プログラム

話をさせて頂くことができ大変ありがたく思っており
ます。
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◆幹事報告

西暦１９０５年２月２３日にアメリカシカゴにおいて
ポールハリスが３人で第１回会合を開いたのがロー
タリーの始まりであり、今年で１１１周年を迎えま
す。
当時日本は日露戦争の真最中で西欧列強に追
いつこうと国全体が必死になって生きていた時代、
米国は建国後まだ１００数十年という新しい社会だ
ったはずですが、職業を通じた奉仕を謳ったロー
タリークラブの理念が世界で受け入れられ１１１年
経ったことに敬意を表する次第です。
先週日曜日、大変嬉しいニュースが入って参り

◆3 月のロータリーレート

1 ドル＝116 円

国際ロータリー日本事務
局
◆第 2987（2/23）例会の概要

■会長の時間

にスマホで調べて、今会長の時間に創立記念日の

佐々木

史昭君

「高橋英輝さんリオオリンピック出場決定」
今日はロータリー
の創立記念日。
例会前に高橋豊
さんに教えて頂
き、急遽ウィキペ
ディアで調べて
お話しさせて頂
いています(笑)

ました。神戸市の六甲アイランドで行われた陸上日
本選手権２０ｋｍ競歩において、花巻市出身、宮野
目中学校卒、花巻北高卒、岩手大学教育学部学
校教育教員養成課程（英語）卒、現在富士通で活
躍されている高橋英輝さんが見事２連覇を果たし、
リオデジャネイロ五輪出場権を獲得しました。
みなさんもご承知の通り、お父様の高橋瑛至さ
んは元花巻北ＲＣのロータリアンであり、私も盛岡
一高同窓会でよくお会いします。
早稲田大学卒後、毎日新聞記者を経て、３０代
で二枚橋特定郵便局長として戻ってこられ、花巻
青年会議所に入会、花巻ユネスコ協会会長や花
巻国際交流協会の理事・評議員を歴任されていま
す。
私が理事長に就任してからも大変お世話になり

みなさん、こんにちは。今日２月２３日はＲＩ創立
記念日であり、世界の１２０万人のロータリアンが共
にお祝いすべき日となっております。
例会前に高橋豊さんからこのことを聴き、にわか

ましたが、平成２６年４月にご子息英輝さんの競歩
競技に父親としてしっかり向き合いたいから協会の
理事・評議員を一切辞退したいと言われ、色々説
得したのがわずか２年前のことです。

その後、わずか２年でオリンピック出場を果たさ
れたことには、大変感慨深いものがあります。
英輝さんは私の長女と同い年の２３歳で、娘とは

パクさんは、富士大学４年間、花巻市国際都市
推進員３年間、合計７年間を花巻で過ごし、花巻
へいろいろな思いがありながらも、ソウルのご両親

学校が同じになったことはありませんが、女性で競

からそろそろ帰ってきなさいといわれ、この３月末で

歩競技をされる共通の友人が居て、色々話は聞い

帰国されることになったものです。

ておりました。

５月末のＲＩソウル大会の際にはソウルのご実家

本日午前中に瑛至さんにお祝いの電話をいれ

に居られる訳で、現地案内をお願いしてみたところ

てみますと、瑛至さんはご存じなかったようですが、

ご快諾を頂きまして、ソウル大会に新たな魅力が加

英輝さんが大学３年生まではバイトしたりしていて

わりそうであります。ご本人に来週の例会にお越し

競技に打ち込める状況ではなかったそうで、瑛至

頂き、お話し頂けるなら絶好のタイミングだと考えて

さんが様々な役職を辞退され金銭面のサポートを

います。

厚くして、本人が競技に集中できるようになった、と
おっしゃっておられました。
日本を代表する競歩選手として暫く第一線で活

最後に、みなさんのお手元にチラシを届けさせ
て頂きましたが、私の妻が実行委員長を務めてい

躍されたあとは、教員養成課程（英語）を修められ

る花巻子ども劇場 「ちえり とチェリー」 という映画

たということもあり、将来岩手に戻ってくる可能性も

の上映会(4/23)についてお話しさせてください。

高いと思いますので、ぜひ花巻ロータリークラブと

先週土曜日試写会があり、私も見ましたし、花巻

しても関心を持って応援して参りたいと思います。

ユネスコ協会長の三田望さんにもお越し頂きました
が、子どもの気持ちを親子で考えるとてもいい映画

ところで、来週の例会プログラムについてですが、 でした。ロシアの実写撮影技術を基にして、人形の
来週火曜日３月１日は花巻北高の卒業式であり、

形を少しずつ変えて１秒間に２４コマ撮影したもの

わたしも声をかけて頂き参加予定にしておりますが、 をつなぎ合わせて動画にしたもので、大変手間が
終了まで会場におりますと１２時頃にはなってしま

かかりますが暖かみのある映像に仕上がっていま

いそうで、理事会は例会後にさせて頂きたいと思

す。ロシアで経験を積んだ

います。

日本人監督中村誠氏が

３月にはクラブ協議会を開催し、来年度の委員

原作・脚本を手がけた

会メンバーを決定しなければなりませんが、理事会

「ちえりとチェリー」 ５４分、

を経ずにクラブ協議会で決定する訳にはいかず、

ﾛｼｱ原作「チェブラーシカ

クラブ協議会を延期させて頂きたいと思います。

動物園へ行く」１８分の２本

３月１５日に花巻北高奨学生の赤沼玲奈さんと

がセットで見られます。

在原校長先生にお越し頂いて卒業報告を頂けるよ

ぜひお子さま、お孫さんと

う佐藤良介青少年奉仕委員長に調整を頂いており

一緒に見て頂ければご家族で楽しんで頂けるので

ますが、吉田エレクトの予定も鑑みますと、この日

はないかと思います。前売りチケット（1,100 円）は

にクラブ協議会を開催させて頂く可能性が高くなっ

私が取り扱いますのでぜひお声がけ下さい。

ておりますが、来週の理事会決定にご理解を賜り
たいと思います。

少々長くなってしまいましたが、上田ガバナーよ

そうしますと来週のプログラムに穴が空きますが、 り「２５２０地区第２分区上半期を振り返って」と題し
花巻市国際都市推進員の韓国人パク・ウンジョンさ

てお話しを伺いたいと思います。どうぞ宜しくお願

んにスピーチをお願いしたいと考えております。

い致します。

◆ガバナー補佐スピーチ 上田穣君
「 第２分区の上半期を振り返って 」
2/28 の IM では第 2 部の
パネルディスカッション
の進行役を務めます。
ガバナー補佐の準備
は一昨年の 12 月から、
任期前も結構大変でし
た。例会とクラブ協議会
で各クラブを計 14 回訪
問しました！

ガバナー補佐はガバナー公式訪問の前に各クラ
ブを訪問してクラブ協議会を開くことが大きな仕事。
ご存じのとおり、今年の菅原ガバナーは全クラブ
を回る、それも昼の例会で皆さんの話を聞く方針。
今まではいくつかのクラブ合同、夜の懇親会メイン
でやっていたのですが、今年は私の担当 7 クラブの
例会とその前のクラブ協議会 7 回で計 14 回参加す
ることになりました。
湯本 RC は特殊で必ず夜、泊りがけと決まってい
ます。クラブ協議会も 18 時から対滝閣に来てくれと
言われて、行ったらこの例会会場 2 つ分くらいの和
室の宴会場にお膳が 5 つ並んでいる・・・。 これは
ガバナー公式訪問大丈夫かなと思いましたが、本番
は 10 名ほど集まり、テーブルと椅子の普通の例会
でホッとしました。
湯本は懇親会終えたら、カラオケと決まっており、
ちょうど花巻祭りの前でぐったりしていたので、2 次会
は行かないとお断りしたら、公式訪問の際にガバナ
ーの前で「こんなガバナー補佐は初めてだ」とやられ
てしまいました。(笑)その後、菅原ガバナーは奥さま
と共に二次会に参加され、カラオケも唄われて、何
とか収まりました。

ただ、凄く思いがある人で、ロータリーについてよく
知っていて、こういう風にしたいって思っている。特に
若い人の入会をすごく願っています。
国際ロータリーの理事会で主要行事の月間が、
去年7月から8月・9月の目標が変わっており、今年7
月から変わります。
また、10月の理事会で国際大会へのロータリー
会員以外の参加を認めることになりました。国際大
会は予想よりも参加者が多いので仙台発のチャータ
ー便は大きな飛行機にするそうなので、まだ、追加
参加は可能だと思います。佐々木会長の話のように
国際交流で来ている方がガイドをしてくれるなら、楽
しそうです。ご家族揃って世界大会に行きましょう。
ガバナー補佐をやるのにたくさん資料を頂き、組
織についていくらか理解が出来た気がします。
このガバナー補佐は順番に出すことになってい
て、一昨年まで任期2年だったのが、昨年、北上の
平野さんが他は1年だからと1年にし、次は北上西の
女性です。湯本は出しませんから、花巻も6年後に
回ってきます。その時は誰か出てくれるでしょうし、そ
のうち花巻RCからガバナーも出さないとと思います。
●委員会報告 職業奉仕委員会
大委員長 谷村 繁君

先週木曜日18日、NHKラジ
オ「まじぇ5時」にベン・ベル君
が久慈社長と出演しました。
アーカンソー州で作られてい
る酒米「山田錦」はアメリカで
一番の品質であること、ホット
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市に酒蔵を建設中
であり、ベン・ベル君がその
ブリュワー、工場長になれる可能性があること、その
酒蔵完成の時にまじぇ5時が生中継する話も出てい
いつからガバナー補佐の行事が始まるかというと、 ました。パーソナリティの松田美和子さんもベン君の
お酒を絶賛、久慈社長からはベン君にバージョン2
一昨年の12月14日のガバナーヱレクト壮行会。
を造る指示が出ていました。
ガバナーエレクトの所属県で開かれるので、一昨年
ベン君は花巻市との関係で来日出来たことを強
は仙台でした。その次が2月15日のガバナー補佐会
調していました。今後もこの関係を大切にし、佐々木
議、3月15日のPETS（会長エレクト研修セミナー）、
会長から情報を得ながらフォローしたいと思います。
4月12日の地区協議会事前会議で次年度の打ち
久慈社長は3/10にもまじぇ5時に出るそうです。
合わせ、4月26日にもやって、5月10日の地区協議
新しい情報が入ったらお知らせします。
会…。地区協議会は出るかなと思ってましたが、そ
「まじぇ 5 時」収
の前迄に5回も出なくちゃならない。その度に仙台で
録時の楽しそう
すから、大変です。
な様子。（NHK
6月2日に引継ぎをして、6月21日はガバナー補
の番組 HP より
佐会議。7月に任期が始まるまで結構な会議がある
転載♪）
ので、「毎年こんなに多いんですか?」って聞いたら、
ベン・ベル君、
『今の菅原ガバナーは会議好きだから多いんですよ、
応援してます!!
そして話が長い！(笑)』って・・・いや、パストガバナ
ー談ですよ。 私じゃなく。(爆)

◆第 2987 回

◆出席報告
３３人中１6 人の出席
出席率 57.2％
メイクアップ
なし

例会のメニュー

前回修正 64.3％

◆ニコニコボックス

白身魚の唐揚げ

第 2986 回夜例会分
佐々木 史昭君
本日は花巻市役所団体担当次長の藤田哲司
（さとし）様から岩手国体における花巻市の取り組
みについて大変貴重なお話をいただき、ありがとう
ございました。岩手国体の成功に向け、花巻ロータ
リークラブとしても地元企業としても出来る限り協力
して参りたいと思います。
吉田 和洋君
いよいよ 3 月 1 日迄に次年度の体制づくりに向
けて会員の皆様に各委員長等をお願いしなけれ
ばならない時季になってしまいました。
お声がけさせて戴きますので何卒ご協力宜しく
お願い致します。
藤田様、本日はご講演ありがとうございました。
橋川 秀治君

３月 ８日（火）
※「花巻ロータリーカップ小学生バレーボール大会
（3/12～13）について」／担当 笹木賢治大委員長
ゲスト 花巻バレーボール協会理事長 川村 篤 様

◆今後のプログラム案内
３月１５日（火）
※花巻ＲＣ奨学生卒業報告
／担当 橋川秀治 花巻ＲＣ奨学生委員長
ｹﾞｽﾄ 花巻北高校長 在原眞様、3 年 赤沼玲奈さん
※ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度各委員会選出」
／担当 会長エレクト 吉田和洋君
３月２２日(火） 会員卓話／担当 飯塚 正晴君
３月２９日（火） 年間プログラムにより 休会

本日は 1 周年バッジ＆夫婦共々の誕生日祝いを
頂き、ありがとうございました。これからも宜しくお願
い致します。
第 2987 回

◆次回のプログラム

例会分

佐々木 史昭君

～お知らせ～
３月 ５日（土） １８時～２０時
ロータリー財団学友会＠ホテルグランシェール花巻
３月１２日（土）～１３日（日）
第３０回花巻ロータリーカップバレーボール大会
＠花巻総合体育館

本日 2 月 23 日はロータリーの創立記念日です。 ３月２５日（金） 地区大会親睦ゴルフコンペ
今年で 111 周年を迎えるそうです。世界中 120 万
＠仙台ＣＣ名取コース
人のロータリアンと同じく、会員同士の親睦を深め、
２６日（土） 地区大会会長幹事会、地区特別セミナー
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
自己啓発を進めながら自分の職業を生かして世界
２７日（日）
第２５２０地区大会＠仙台国際センター
や地域に奉仕して参りましょう。
／往復３ＲＣ合同バスで参ります

高橋 豊 君

３月度 慶祝 会員誕生祝：高橋豊君（2 日）、
阿部一郎君（5 日）、澤田常夫君（7 日）、下坂和臣君
花巻出身の高橋英輝選手が競歩のオリンピック
（11 日）、高橋典克君（14 日）、小原紀彰君（15 日）、
出場が決まり、大変嬉しく思います。お父さんと青
年会議所当時からのお付き合いです。今後、益々 伊藤隆規君（21 日）、鹿討康弘君（29 日）
夫人誕生祝：佐々木啓子さん、浅沼葉子さん、下坂琴
の活躍を期待し、皆さんで応援しましょう。
音さん、小山田智美さん
佐藤 良介君
結婚記念日：鹿討康弘君・つぐみさん（４日）、
戸来昭浩君・修子さん（9
日）、笹木賢治君・修子さん
競歩で花北 OB の高橋英輝君がリオ五輪代表に
（13
日）、伊藤隆規君・和子さん（16
日）、下坂和臣君・
決定しました。メダルを目指して活躍を期待します。
在籍表彰 ：なし
また、花北の男子ハンドボール部が東北大会で優 琴音さん（23 日）
勝し、東北チャンピョンとして 3 月兵庫県で開催さ
◆事務局 〒025-0075
花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内
れる全国高校選抜大会に出場致します。上位入
花巻ロータリークラブ TEL /FAX : 0198-41-1133
賞を期待し、皆様の応援を宜しくお願いします。
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com

記事担当/橋川

