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目に見える地域貢献をしよう！
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◆例会プログラム
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さて、先週土曜日と日曜日、花巻ロータリー
クラブ主催のロータリーカップ小学生親善バレ
ーボール大会が開催されました。

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
会員卓話 飯塚正晴君
「生命保険の査定について」
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

花巻はじめ、北は盛岡、東は沿岸、南は一関
から３２チームが集い、花巻からは花巻バレー
ボール少年団、同Ｊｒ、南城少年団、湯本少年
団、大迫少年団、東和フェゼンツ６とフェゼン
ツＪｒ、石鳥谷ラビッツの８チームが参加しま
した。３２チームを４チーム８ブロックに分け
て予選リーグを行い、１位から４位までの同順
位グループ８チームを４チーム２グループに分

◆幹事報告
東ヶ崎潔記念ダイアログハウスへの募金のお願い
ガバナー事務所

けてそれぞれ決勝リーグを行い、勝ち残った２
チームで各順位リーグの決勝戦を行います。
１位リーグを勝ち残った２チームが大会決勝を

◆第 2990（3/15）例会の概要
■会長の時間

佐々木

史昭君

「ロータリー奨学生卒業報告と花巻ＲＣカップバレー
ボール大会」
手前味噌ではあります
が、独自の奨学生制
度やロータリーカップ
など長期に亘り、地域
貢献度の高い青少年
奉仕事業を続けてい
る花巻ＲＣは素晴らし
いクラブだと思います。

みなさん、
こんにちわ。
本日はゲストとして、

争い、勝ったチームが大会優勝、敗れたチーム
が準優勝となります。各順位リーグにおいても
決勝が行われ、○位リーグ優勝、○位リーグ準
優勝という賞状を授与致します。
この方式の素晴らしいところは、決勝まで残
ったチームは７試合を行うことができ、負けた
チームであっても全チームが６試合を行うこと
が出来るということです。そして３２チームす
べてに敢闘選手を選んで頂いて個人表彰しまし
た。
その結果、すべてのチームが試合終了後に本

花巻ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ奨学生岩手県立花巻北高等学校

部席まで来て、チーム優勝、準優勝の表彰が行

３年の赤沼玲奈さんと、校長先生、在原眞様を

われ、さらに敢闘選手賞の発表と表彰を緊張感

お迎えしております。赤沼玲奈さんにおかれま

もって行うことが出来ます。大変良く出来た素

しては、ご卒業大変おめでとうございます。

晴らしいシステムで、共催運営頂いているバレ

また在原校長先生におかれましては、長い間
大変お疲れ様でした。花巻ロータリークラブを

ーボール協会さんには心から敬意を表したいと
思います。

代表し、お２人と素晴らしいご縁を頂戴致しま

ロータリークラブ役員の仕事は、本部席に座

したことに心から御礼申し上げます。本日はお

っていることと、開会式で主催者挨拶と激言葉

２人の新しい門出に心からの祝福をお送りした

を述べること、そして表彰状の授与をすること

いと思います。

であります。
優勝は奥州胆沢バレーボールクラブさん、準
優勝は黒北ジュニアさんで、いずれも実力ある

◆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

好チームでした。私は予選１位チームの決勝リ
奨学生委員長
としての初仕事
として在原校
長先生と 赤沼
さんのご紹介を
させて戴きま
す。

ーグを通して見ましたが、その中でも奥州胆沢
クラブさんは抜きんでてレベルが高いことはす
ぐに感じられました。粒揃いのメンバー、チー
ムの完成度、チームの雰囲気など卓越したもの
があり、圧倒的強さで７試合全勝致しました。
準優勝した黒北ジュニアさんには超小学生級
の背の高い優れたアタッカーがおられましたし、

橋川秀治 花巻ＲＣ奨学生委員長

唯一奥州胆沢クラブさんからセットを奪った一
関Ｖアタッカーズさんには、小柄ですけれど大
変素晴らしいキャプテンシーを持った生徒さん
が居られました。すべてのチームに敢闘選手賞
を授与したことは生徒達には大変うれしいもの
だったようで、その場で胴上げされていた６年
生もいました。
手前味噌ではありますが、これほど地域貢献
度の高い青少年奉仕事業を３１年間も続けてい
る花巻ロータリークラブは本当に素晴らしいと
思いました。反省点としては、花巻ロータリー
クラブのマークが会場にまったく見当たらなか
ったこと、配布されていたプログラムに花巻ロ
ータリークラブの名前は掲載されていたものの
ロータリーマークがなかったこと、そしてマス
コミピーアールだね、と来年に向けて吉田エレ
クトと話をさせていただきました。
本日は、ゲストスピーチの終了後に、クラブ
協議会を開催させて頂きたいと思っています。
議題は次年度委員会メンバーのご承認を頂きた
いという事です。次年度会長エレクト吉田和洋
君よりご説明を頂き、審議をお願いしたいと思
いますが、理事会協議も済んでおりますし人事
案件でもありますので、みなさまにおかれまし
ては特段のご理解とご協力を賜りたいと思いま
す。それでは宜しくお願い申し上げます。

花巻北高校 校長 在原 眞氏

花巻北高校の
校長を務め、
皆様との熱い
ご縁の中で楽
しい思い出を頂
きました。
これからも花巻
の活性化 に尽
力したいと思い
ます。

◇在原校長先生のご挨拶
ＲＣ例会にお招き頂き、ありがとうございます。
佐々木会長をはじめ皆様には奨学金の支給や昨
年 行 わ れ た 「 ASMSA （ The Arkansas School for
Mathematics, Sciences, and the Arts）の視察旅行で
もご支援を頂き、大変感謝しております。
さて、本校では３月１日に卒業式が行われまして
２３７名の生徒が学び舎を旅立っていきました。赤沼
さんは国公立の前期試験で見事合格いたしまして、
進学して勉学に励む予定であります。お礼と抱負を
赤沼さんから皆様にご報告申し上げます。
国公立大学の前期試験が終了しまして東北大学
１５名、岩手大２２名をはじめ、１２８名が国公立に
合格致しました。これから後期試験の結果が発表さ
れます。卒業生それぞれが可能性に向かってチャレ
ンジして将来、地域、日本、世界で活躍するリーダ
ーとして頑張ってほしい。そして花巻の更なる活性
化のために貢献してほしいと思っております。
若干部活動の状況を報告させていただきます。
昨年１２月に行われた全国高校弓道選抜大会女
子個人で２年生の前島彩乃さんが全国２位、準優
勝という成果を挙げました。 また、２月に行われた
東北高等学校ハンドボール選抜大会で男子ハンド
ボール部が初優勝、これから神戸での全国大会に
出場致します。 先ほど紹介がありました吹奏楽部は
Ｈ２７年度岩手大会で第１位で予選を通過致しまし
たので、広島の高校総合文化祭で演奏を披露する
ことになります。

全国にロータリーとい
う善意で地域を世界
を良くしようと活動して
いる人達のクラブがあ
ることを覚えておいて
下さい。いつかご一緒
できたら嬉しいです。

それから本校のＯＢである高橋英輝選手が日本
選手権の２０ｋｍ競歩で見事入賞し、リオデジャ
ネイロオリﾝピック代表の座を決めました。同窓生
の中でオリンピックに出場するのは彼が初めてで
ございます。これも皆様のご支援の賜物であると
思っております。今後とも本校に対するご支援・ご
協力をお願い致します。
私事でありますが、２年間花巻北高校で校長
として勤務させていただき、皆様との熱いご縁を
得て、色々本当に楽しい思い出を頂きました。
今後とも機会がありましたならば、皆様方と協力を
しながら、花巻の活性化、そして将来の人材の育
成のために頑張って行きたいと思っておりますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。本日はお招き頂
きまして大変ありがとうございました。

◇赤沼玲奈さんの卒業報告
本日は例会にお招き頂き、ありがとうございます。
お陰様で高校を卒業することが出来ました。高校
三年間奨学金を支給頂いたことに感謝申し上げ
ます。私は先日前期試験を受けまして、秋田大学
理工学部、物質科学科に合格することが出来ま
した。本当にありがとうございました。
高校時代は部活動で吹奏楽部に所属して、
県大会で１位を取り、全国大会への出場権を獲
得することが出来ました。高校時代で得た仲間や
勉強したことをこれから活かして大学生活を送ろ
うと思います。大学生になってからは勉強も勿論
ですが、様々な活動に取り組んで、社会に貢献
できるような人材になれるように頑張って行きま
す。本日はありがとうございました。
難しい名前の
学 科だ け ど・ ・
なぜその学科
を選んだのか
と将来の夢を
聞かせて。
将来につながる学科だと思って高分子や原
子から新しい物質を作る物質科学科を選び
ました。将来はそこで得た知識を活かせる
仕事に就きたいです。

「新たな門出を祝して記念撮影」

◆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
新しい会員の方
には親睦委員と
してクラブの催し
を通じて親睦を
深める役目を果
たして頂きます
ので宜しくお願
いします。
吉田会長エレクトより、次年度各委員会の委員長・
副委員長・委員の選出案が読み上げられ、全員一
致で拍手で承認されました。
三田大委員長から、『継続事業もＲＣの責任ある
姿勢を示す上で大事だが、新委員長が継続事業だ
けでなく、自らのやりたいことを主体性をもって出来
るよう、しっかりすり合わせをして欲しい』と要望があり、
その点も尊重して進めることとなりました。
また、グローバル補助金としてネパールへの支援
を申請しようとしたものの、相手国のＲＣとの連携な
どハードルが高く、3 月末の期限には間に合わない
ため、次年度は取り止めたこと、一方で地域補助金
は花巻空港到着ロビーに花巻ロータリーロゴを入れ
たレリーフを寄贈する方向で快諾を得ており、今月
中に申請する旨、報告がありました。

◆出席報告
３３人中 16 人の出席
出席率 57.2％
前回修正 57.2％

メーキャップ
3/12（土）～13（日）花巻ロータリーカップ
第 31 回花巻地区小学生親善ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
佐々木史昭君、上田穣君、笹木賢治君、吉田和洋君

◆ニコニコボックス
◆上田 穣君
第 31 回花巻ロータリーカップには、佐々木会長、吉
田エレクト、笹木社会奉仕大委員長の参加を頂き
ありがとうございます。お蔭で無事大成功のうちに終
了することが出来ました。花巻市小学生バレーボー
ル連盟会長として感謝申し上げます。
◆三田 望君
赤沼さん、存分の大学生活、期待しております。在
原校長先生、ご縁をありがとうございました。お世話
になりました。ロータリークラブもお考えください。
◆立花 徳久君
赤沼さん、御卒業、御入学お目出とう御座います。
学生生活を満喫して下さい。
◆佐々木 史明君
花巻北高校 3 年生、赤沼玲奈さん、御卒業おめで
とうございます。また、在原校長先生、長い間大変お
疲れ様でした。お二人の新しい門出に心からの祝福
を申し上げます。
◆吉田 和洋君
赤沼さん、ご卒業おめでとう。将来のご活躍をお祈
り致します。本日は各委員会のご承認ありがとうござ
います。楽しく行きたいと思います。7 月から宜しくお
願いします。来週は長女の日本武道館での大学卒
業式で東京のため欠席になります。
◆鹿討 康弘君
赤沼玲奈さん、ご卒業おめでとうございます。そして
ご入学おめでとうございます。将来の「リケジョ」に大
いに期待しています。在原校長におかれましては長
きに亘る教育人生、お疲れ様でした。
◆橋川 秀治君
在原校長先生、赤沼さん、本日はご出席ありがとう
ございました。花巻北高校の素晴らしい実績を聞き、
感動いたしました。赤沼さん、夢に向かって頑張って
下さい。

◆第 2990 回

例会のメニュー

ビーフカレーライス

◆次回のプログラム
３月２２日(火） 会員卓話／担当 飯塚 正晴君
「生命保険の査定について」

◆今後のプログラム案内
３月２９日（火） 年間プログラムにより 休会
４月 ５日（火）慶祝該当者スピーチ３月度及び４月度
／担当 澤田幹事 ／例会前理事会
３月度 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（１１日）、
高橋典克君（１４日）、小原紀彰君（１５日）、
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
下坂琴音さん、小山田智美さん
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（１３日）、伊藤隆規君・和子さん
（１６日）、下坂和臣君・琴音さん（２３日）
４月度 会員誕生祝： 滝田吉郎君
夫人誕生祝：伊藤由美子さん（誠一郎）、
佐藤睦子さん（健一郎）、鳥畑千佳子さん
結婚記念 ：佐々木史昭・啓子、浅沼幸二君
・葉子さん
在籍表彰 ：安藤武彦君、佐々木史昭、
澤田常夫君
４月１２日（火） 雑誌委員会担当ゲストスピーチ
/下坂委員長、浅沼副委員長
４月１９日（火） 観桜会（菊の会合同）
＠鳥谷ヶ崎神社社務所内にて
/担当 阿部一郎親睦委員長
☆年祝い対象者：
米寿/高橋 健君
古希/堀合康亮君、佐藤健一郎君、高橋 豊君
本厄（４２歳）/前田 毅君 還暦/該当者なし
４月２６日（火）みちのくｺｶｺｰﾗ新工場視察を計画中
/担当 職業奉仕委員長 佐藤健一郎君
５月 ３日（火）年間プログラムにより 休会
～お知らせ～
３月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
３月２７日（日） 第２５２０地区大会
＠仙台国際センター
※往復 ３ＲＣ合同バスで参ります
◆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/橋川

