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◆例会プログラム

３人以上の参加者がある単体クラブが対象ですが、
今回は花巻３クラブとして特別に団体戦エントリーさ
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せて頂きましたが、まだ春は遠い岩手からの参加とい
うこともあり４名とも不本意なスコアで、団体戦の結
果には名前も出てきませんでした。その分個人では
強運に恵まれ、４名中３名が、６５位、６０位、３５位
の飛び賞に入り、早起き賞なる特別賞まで頂戴し、
花巻から参加した４名で６コも賞品を頂戴致しまし

◆幹事報告

た。

※3 月 27 日（日）地区大会の御礼文
ガバナー
菅原 裕典

◆第 2992（4/5）例会の概要
■会長の時間

んの４名でラウンドさせて頂きました。本来団体戦は

佐々木

史昭君

会長の時間「ＲＩ２５２０地区大会報告」

ゴルフ表彰式は場所を移して仙台ウエスティンホ
テルで行われ、２５２０地区の姉妹地区である韓国
ＲＩ３６４０地区の歓迎交流会と兼ねて開催されまし
た。３６４０地区はソウル周辺のいわゆる都市部で、
菅野多利雄氏がＲＩ理事だった１９７０年代？から
当地区との交流が始まり、菅野氏の継続した尽力の
おかげで姉妹地区となってからも２０年以上の歴史
があり、このことが菅野多利雄さんをして２５２０地
区で際だった存在たらしめているという歴史を学ばせ
て頂きました。表彰式終了後は３会長で国分町に
繰り出し、懇親を深めさせて頂きました。
２日目の会長幹事セミナーもほぼ全プログラムに
参加致しました。特別研修セミナーPart1 では、内閣

みなさん、こんにちわ。先週３月２５日金曜日から
２７日日曜日まで、ＲＩ２５２０地区地区大会のほぼ
全プログラムに参加して参りました。花巻３クラブの
会長さんと金曜日の朝４時半に待ち合わせて乗り
合いで花巻を出、懇親コンペの会場となっていた仙
台カントリークラブ名取コースへは６時半受付開始
前に着いていました。菅原裕典ガバナーに１番乗り
のご挨拶ができましたおかげで、ありがたいことにの
ちほどの表彰式で賞品が増えることとなりました。参
加者約８０名の大コンペでありましたが、花巻３クラ
ブの会長と北クラブで今年勇退される佐藤忠司さ

官房シティマネージャー東京農業大学教授木村俊
昭氏による講演「地域創生の処方箋～元気なまち
は何が違うのか」を拝聴しました。まちづくりは、これま
で行政主導でよく行われているように、地元にないも
のをどこからか捜して持ってくるようなものはだめだ！
実際に地域で行われていることに焦点を当てて深
掘りしなさい！という主旨で、全くその取りだと思いま
した。よって、マルカン食堂は何とかしなければなら
ないということであります。
夜はホテル江陽で行われたＲＩ会長代理歓迎晩
餐会に澤田幹事、吉田エレクトとともに参加致しまし

た。ＲＩ会長代理栗林英雄さまは、長崎県出身、早

とだと思います。欧米に多い利益追求型の強欲企

稲田大学商学部卒業、諫早北ロータリークラブ所

業経営者に対し、ロータリーの職業奉仕の理念を理

属、九州ガス株式会社の代表取締役会長、諫早

解して欲しいという歴史があるようです。

商工会議所元会頭でいらっしゃいます。ホテル江陽
５F 鳳凰の間に、３０名ほどが座れる細長いテーブ

基調講演の講師は、早稲田大学ラグビー部、サ

ルが３つ、８～１０名掛けのまるテーブル２４宅、参

ントリーラグビー部、ヤマハ発動機ラグビー部の監

加者約３００名という大宴会であり、ＲＩ会長代理を

督を歴任された清宮克幸氏で、いずれも就任当時

はじめ、第３６４０地区総裁ほか韓国の多くのお客

は弱小だったチームを全国優勝に導いた名監督で

様、菅原裕典ガバナーの同期ガバナー及び令夫人

すが、早稲田実業硬式野球部４番清宮幸太郎の

も全国からたくさん参加され、非常に規模が大きく、

父と言った方が有名かもしれません。講演の内容は

華やかな晩餐会でありました。菅原ガバナーと運営

言葉では言い尽くせない、大の男が惚れるような、

クラブ仙台泉ＲＣさんのホスピタリティが随所に感じ

熱～い男の素晴らしい講演でした。

られました。終了後は花巻３クラブの会長幹事エレ

本大会においては、宮城県村井嘉浩様、仙台市

クト約１０名で国分町に繰り出し、大いに懇親を深め

長奥山恵美子様、駐仙台大韓民国総領事 梁桂

ました。

和様、ＲＩ会長代理栗林英雄様、第３６４０地区総

３日目は、当日花巻からバスで来られた方と合

裁金祥哲様はじめ全１９名の韓国からのお客様など

流し、ほぼすべてのプログラブに参加致しました。特

多くのご来賓に参加いただき華やかに執り行われ、

別研修セミナーＰａｒｔ２では、ＲＩ研修リーダーの藤

各種表彰においては、花巻ＲＣのベンベル支援プロ

林豊明氏による「よくわかる職業奉仕」を拝聴しまし

ジェクトがガバナー特別賞を、吉田和洋君が新人３

た。藤林氏は法政大学社会学部卒業、横浜鶴見

名以上を増強した会員ガバナー賞を、現役で傘寿

北ＲＣ所属、妙高企業株式会社という冷凍倉庫の

に到達された安藤武彦君が長寿会員賞を受賞され

サプライチェーンを構築されている企業の代表取締

ました。また花巻南ＲＣさんが米山記念奨学金寄付

役社長で、２００４―５年度第２５９０地区のガバナ

表彰で寄付金総額上位３位、並びに個人平均額

ー、その後も毎年のように国際ロータリーの要職を歴

上位３位に入りました。

任されている方でした。

今回の地区大会には花巻クラブから７名、南クラ

私が理解したのは、ロータリーはやはりアメリカ発

ブさんから８名、北クラブさんから５名合計２０名の

のもので、英文の原文から理解すべきであるというこ

参加をいただき、バス利用者も２０名近くにのぼり、

とでした。

会長、幹事、エレクトが前入り不在のところ副幹事の

ロータリーの５大奉仕は、
・クラブ奉仕 ／ Service to Club
・社会奉仕
／ Service to Community
・青少年奉仕 ／ Service to Youth
・国際奉仕
／ Service for International
Understanding
・職業奉仕
／ Service through business

鹿討さんにはバス幹事として大変お世話になりまし

ですが、英語で書かれている方がよほどイメージ
がわくように思います。
職業奉仕は、業務を通じて貢献することであり、
日本で言うといわゆる倫理経営ですが、日本で普

た。帰路はあいにく６時頃に高速道路一関ＩＣ北側
で上下線を閉鎖する交通事故があり、若柳金成ＩＣ
から前沢平泉ＩＣまで、下道を走ることになりましたが、
おかげさまで楽しくお酒を頂きながら、３クラブの交
流を深める機会にすることもでき、１時間半ほど遅
れましたが１０時過ぎ無事に花巻に帰着できました。
ご参加頂いたみなさま、大変ありがとうございました。
本日の例会に先だち行われた理事会においては、

通の真面目な“３方よし”を意識した経営をしている

鳥谷ヶ崎神社さんでのお花見例会の事業計画と予

会社はそのままロータリー職業奉仕を実践しているこ

算が、赤藤のお弁当を３０００円単価にバージョン

アップして承認されました。大変うれしいことに昨日
現在４／１９の花巻は桜がほぼ満開と予想されてい

3月
慶祝

ます。今年は還暦の方はいらっしゃいませんが、米寿
を迎える高橋健先生、古希を迎える堀合康亮君、
佐藤健一郎君、髙橋豊君、本厄（42 歳）の前田毅
君の厄払いの式を稲田宮司に執り行って頂き、その
あとお花見をしたいと思いますので、ぜひ多くのみな
さまにご参加頂きますよう宜しくお願い致します。
さて本日は、慶祝該当者スピーチとして、先月お
聴き出来なかった３月と４月の方を合わせて行いま
す。宜しくお願い申し上げます。

3 月生まれ：高橋 豊君
我が家の庭の枝垂れ桜がキレイに咲いておりまし
た。私も 68 歳になりました。気分は 48 歳です。6 月
に花中の同級生で古希のお祝いをします。この間、
還暦を祝ったばかりと思っていましたが、加速度的に
時間が経つのが速く感じる年齢になりました。
適度なストレスはむしろ呆けなくて良いそうです。こ
れからもロータリーライフを楽しみたいと思います。

◆プログラム
3 月度、4 月度慶祝該当者スピーチ

3 月生まれ：阿部 一郎君
会員誕生祝：滝田 吉郎君

高橋 豊さんの一回り下で 56 になりました。5 人姉
弟で長男ですが 3 番目です。巨大児の家系なのか
双子の姉は 3300ｋｇ、3500ｋｇ、私は 4000ｋｇ、弟
は 4200ｋｇ、妹が 4000ｋｇ・・・母は全員を自然分
娩で生んでおります。

在籍表彰（5 年）：澤田 吉郎君
在籍表彰（12 年）：佐々木 史昭君（右）

◆該当者スピーチ（3 月、4 月）
月、4 月
4月
慶祝

4 月生まれ：滝田 吉郎君

3 月生まれ：澤田 常夫君
週 1 回または月 4 回、総合体育館のトレーニングル
ームに通って 5 年超になります。毎年、10 前後の山
に登っております。富士山、鳥海山、月山・・昨年は
東北最高峰の燧ケ岳（ひうちがだけ）に登りました。
秋田駒ヶ岳のコマクサは去年も素晴らしかったので
皆さんもぜひ一度、登ってみてください。

私は 8 日で 62 歳になります。「吉郎」の名付け親の
甚吉じいさんは宮澤賢治と同級生。一緒に川に石集
めに行き、賢治から「赤石、めっけでけろ。」と言われ
て拾ったそうです。賢治はいつも「木の上に登って、ど
こだり見ていた。」そんな話をしていました。会社は来
年創業 70 年です。そろそろ株式会社にして社名も
変えようかと思っております。
3 月生まれ：伊藤 隆規君

65 歳になりました。結婚した当時は市役所の資産税
課で 9 年間、家屋調査を担当しており、約 3000 件
の家庭訪問を通して何となく「家運」と言いますか、
建物や土地の「避けた方が良い」考えを叩き込まれ
ました。根拠はありませんが、例えば凸凹や斜めの
造り、神棚・仏壇の上には住まいを避ける。一般家
庭の池のある造園は遠慮したほうが望ましいように思
います。＜以下省略・資料は Web でご覧ください＞

◆トピックス

◆出席報告

松田さんに代
わり、来年度（7
月）から事務局
を担当します、
高橋葉子で
す。頑張って覚
えていきますの
でよろしくお願
い致します。

33 人中 15 人の出席
出席率 53.6％前回修正 57.1％
【メイクアップ】 なし

◆ニコニコボックス
◆佐々木 史昭君
新年度も始まり、弊社も 3 名の新入社員を迎え、
4/1 に入社式を行いました。2 年目の社員も、指導
担当となった若手社員も、適度な緊張感が生まれ、
いい雰囲気となりました。春を感じます。
◆高橋 豊君
先月末、青森県六戸町に店舗と大型サービスセン
ターが完成しました。畑作や畜産の盛んな地区で、
トラクターの激戦区です。お客様に、より良いサービ
スを提供して行きたいと思います。（六戸町は三沢
市と十和田市の中間です。）
◆澤田 常夫君
在籍 5 年バッチありがとうございました。幹事の在任
期間も残りわずかですが、よろしくお願いします。
◆浅沼 幸二君
結婚祝いありがとうございます。早いもので 31 年にな
りました。妻に感謝します。
◆立花 徳久君
3/25～29 日に行われたハンドボール全国春中氷
見大会に応援に行ってまいりました。結果は一回戦
敗退で残念でしたが、相手が Best4 に進んだチーム
でしたので、点差からすればガンバったなと思います。
応援して頂いた皆様、ありがとうございます。
◆滝田 吉郎君
誕生祝ありがとうございました。
◆佐藤 良介君
申し訳ありませんが早退致します。

◆第 2992 回

例会のメニュー

韮入り和風ハンバーグ
◆次回のプログラム
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

◆今後のプログラム案内
４月２６日（火）みちのくｺｶｺｰﾗ新工場視察
1０：３０現地集合、１１：４５現地解散
ゲストスピーチみちのくコカコーラ製造部長藤田友博氏
／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
５月 10 日（火）慶祝該当者スピーチ/担当 澤田幹事
5 月度 会員誕生祝：会員誕生祝：吉田和洋君、
佐々木史昭
夫人誕生祝：戸来修子さん（昭浩）、三田香子さん（望）
結婚記念 ：佐藤良介・敦子さん、谷村繁・るり子さん、
三田望・香子さん 澤田常夫・香子さん、
滝田吉郎・和子さん、鳥畑昭裕・千佳子さん、
稲田典之・久美さん、立花徳久・真紀子さん、
阿部一郎・秀子さん
在籍表彰 ：なし
～お知らせ～
４月１７日（日） 2016-17 年度ＲＩ2520
地区クラブ協議会 ＠大船渡／往復バス手配
５月 ７日（土）盛岡西ＲＣ50 周年
14：00～記念式典、祝賀会＠ホテル東日本３Ｆ
／吉田会長エレクト、上田ガバナー補佐２名参加
５月１４日（土）宮古東ＲＣ50 周年 10：00～記念講演、
12：00～記念式典、 14：00～祝賀会 ／佐々木
会長、澤田幹事、吉田エレクト、鹿討副幹事４名参加
◆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

