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◆例会プログラム
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開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
慶祝
クラブ協議会／年間事業報告
（クラブ、社会、職業、国際、青少年奉仕委員
会）
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
なし

◆第 3000（6/7）例会の概要
）例会の概要

◆ミニコンサート
ロータリー学友 音楽家 佐藤 司美子さん/
・花巻市石鳥谷在住。ワシントン大学大学院音楽学
部作曲科卒業。博士号取得。1988 年ロータリー財
団奨学生として渡米し、約 9 年間米国シアトルで作
曲・ピアノを学びながら演奏・創作活動を行う。

■会長の時間

佐々木 史昭 君

「３０００回例会及び菊の会４０周年」

みなさん、こんばんは。本日は、花巻ロータリークラブ
の第３０００回例会に、常磐卓嗣会長はじめとする敬
愛する平塚ロータリークラブ会員のみなさま、花巻ロー
タリークラブ菊の会会長吉田優子さまをはじめとする
会員のみなさま、ロータリー学友であり、ロータリー奨
学生としてアメリカに渡ってワシントン州立大学大学院
音楽学部作曲科卒業後、長らく音楽活動を続けて現
在花巻に在住されている佐藤司美子さん、そして多く
の会員のみなさまのご参加を頂きまして、誠にありがとう
ございます。
花巻ロータリークラブは、１９５４年（昭和２９年）６
月１５日に盛岡ロ－タリークラブをスポンサークラブに
創立され、初代会長にはみちのくの電信王と呼ばれた
谷村貞治さんが就いておられます。谷村貞治さんは１
８９６年現在の花巻市石鳥谷町新堀の出身、終戦後
１９４５年（昭和２０年）に大田区にあった新興製作所
の本社工場を花巻に移し、１９５０年に世界初の和英
文印刷電信機を開発、１９５５年には朝日新聞と共同
開発した漢字テレプリンターにより新聞報道の機械化
を実現、さらにテレックスを開発して日本電信電話に
納入、さん孔タイプライターを開発して電子計算機へ
の連動の道筋を付けるなど大いに会社を発展させまし
た。時代が時代であれば、ファクシミリ、電子メール、イ
ンターネット、携帯電話、スマートフォンなどに相当する
技術であり、当時の日本の電気通信産業の中心が花
巻にあったということを、誇りをもって再認識したいと思
います。谷村貞治さんは１９５７年に谷村学院高校を
設立しテレプリンターの専門オペーレーター教育に尽
力、この高校が合併を経て現在の花巻東高校となり、
日本球界発の時速１６３ｋｍを記録した大谷翔平君や
球界Ｎｏ１サウスポー菊池雄星を輩出し、大いに社会
に貢献していることはみなさまご承知の通りです。１９５
９年６３歳で参議院議員に当選され、２期務められまし
た。花巻ロ－タリークラブは、谷村貞治さんを初代会
長にいただき、４年間率いられており、当クラブの伝統
はこのときに創られたと言えるのではないかと思いま
す。
それから約２０年後、第１０００回例会は１９７４年
（昭和４９年）５月２０日に夫人同伴で行われました。
当時の山本祐二郎ガバナーの公式訪問の際、やぶや
にてご婦人同伴懇親会が行われ、その席上で「菊の
会」の命名がなされたようです。当時のクラブ会長は
花巻市上町で砂糖卸業を営んでおられた宮川商店
社長宮川幸三さん、幹事は荻野時計店社長小原一
晃さんでした。現在も現役会員でおられる安藤武彦さ
ん（昭和４７年入会、当時３７歳）、高橋健先生（昭和
４５年入会、当時４４歳）のお２人が既に会員でありま
した。当時の会員数は４３名です。翌年度（昭和５０

年）安藤武彦さんが幹事を務められ、翌々１９７５年度
（昭和５１年）高橋健先生が幹事を務められています。
その年のガバナーが菅野多利男さん、現在も９７歳で
現役のロータリーアンで、ＲＩ理事を務められた後、現
在でも地区大会やソウル世界大会には欠かさず参加
されている名物ロータリアンです。そして翌１９７６年に
花巻上町の梅津金物店店主梅津善四郎さんが、ガ
バナーを務められております。今から約４０年前のお話
しです。
その約２０年後の１９９４年（平成６年）１０月２５日
に、第２０００回例会が夜例会として婦人同伴で開催
されております。当時会長は秀山堂の高橋秀男さん、
幹事は上田金男さん（上田穣現ガバナー補佐のお父
様）でいらっしゃいました。当時の会員数は４５名です。
この前年の１９９３年（平成５年）に花巻南ＲＣの荻野
孝道さんがガバナーを務めておられます。
その約２０年後の第３０００回例会は、本日、菊の会
創立４０周年合同祝賀会として開催させて頂き、平塚
ロータリークラブさんから常磐卓嗣会長はじめ９名の
仲間にお越し頂いて頂いております。平塚ロータリーク
ラブさんとは、クラブ創立約３０年となる１９８５年（昭
和６０年）４月に、前年１９８４年（昭和５９年）に平塚
市と花巻市が友好都市提携したことをうけて、友好ク
ラブ盟約締結式が行われています。今年で３１年目を
迎えた本当に親しい友人です。
２０１１年東日本大震災の歳には、平塚ロータリー
クラブさんから多大なる義援金を頂戴し、本当にありが
とうございました。その義援金は、花巻ロータリークラブ
と親交の深い岩手県沿岸部の釜石ロータリークラブさ
んにそのまま引き渡させて頂き、釜石ロータリークラブ
さんでは「こすもす公園」プロジェクトの資金、特に「希
望の鐘」に活用させて頂いたと報告を受けております。
このお話しは、絵本にもなり“釜石「こすもす公園」きぼ
うの壁画ものがたり”として、世の中に紹介されておりま
す。釜石のこすもす公園には菊の会さんも独自事業で
訪問されており、この後の菊の会吉田会長挨拶や記
念スピーチでもご紹介があると思いますので、私からは
簡単に絵本の紹介をさせて頂きます。

◆ 祝辞：平塚 RC/

常盤卓嗣会長
1985 年に私た
ちの大先輩の
方々が花巻 RC
との友好クラブ
提携を結ばせ
て頂きました。

ご存知のように花巻市と平塚市は RC だけでなく、お
互いの市同士も友好都市として活発に交流させて頂
いております。2014 年 10 月 11 日、花巻 RC60 周年
にもご招待頂き、記念植樹にも参加させて頂きまし
た。実は平塚 RC も来年 60 周年なのですが、3000
回例会は昨年 6 月でした。真面目に運営している、こ
ちらのクラブと違い、平塚 RC は休会でもカウントして
いるので 3000 回が早くなってしまいました。
先ほどウェルカムドリンクを頂きましたが、平塚を７時に
出発しまして新幹線の中でずっとウェルカムドリンクで
した。お祝いの席という事でご容赦願います。

◆菊の会 40 周年記念スピーチ
会長挨拶

吉田優子会長

菊の会は現在
会員 30 名でご
ざいます。中に
は発足当時の
方もおられま
す。
その歴史の中でも、やはり震災時のご支援が記憶に
残っております。震災の際には平塚 RC 様からも多大
なるご支援を頂き、沿岸・釜石にてかたちとなったもの
を菊の会一同でしっかりと見て参りました。親会である
花巻ロータリークラブの補佐を念頭に置きながらも 50
周年に向けて女性ならではの活動もしていければと思
います。そしていつか機会があれば、私も平塚の方へ
足を運んでみたいと思っております。
♪菊の会は 40
周年ですが、
吉田優子会長
の 40 年前は小
学校 1 年生だ
ったそうです♪
コーディネーター RI2520 地区ガバナー補佐 上田穣君

釜石「こすもす公園」希望の壁画ものがたり

◆当日の模様/アルバム

平成 24 年度会長 稲田 久美さん（左）
平成 25 年度会長 滝田 和子さん（右）

「きくの会」手踊りの記事

◆中締め/ 会員選考委員長 高橋 豊君
♪今日は 100％
例会のはずなので
すが、なぜか私の
先輩の顔が見えま
せん。 ♪

◆懇親会

/

乾杯

会長エレクト
吉田

和洋君

♪乾杯のあいさ
つは短く、懇親
は長く・・・深く。

20 年後の 4000 回例会に、もし私が生きていれば、
「米寿」の歳でございます。歯を食いしばっても、頑張
って出席したいものです。新しい目標が出来ました。

◆出席報告
33 人中 19 人の出席
出席率 67.8％
前回修正 75.0％ 【メイクアップ】 なし

◆ニコニコボックス

◆立花 徳久君
3000 回例会、菊の会 40 周年おめでとうございます。
平塚 RC の皆様、御来花ありがとうございます。
◆稲田 典之君
花巻 RC 第 3000 回例会と菊の会 40 周年をお祝い
申しげます。この機会に平塚 RC の皆様の御来訪を
心より歓迎申し上げます。
◆鹿討 康弘君
菊の会 40 周年おめでとうございます。平塚ロータリ
ーの皆様ようこそ、お出で下さいました。私素人カメ
ラマンなので集合写真は、期待しないでください。

◆佐々木 史昭君
第 3000 回例会は平塚ロータリークラブのみなさま、
菊の会のみなさまの御参加をいただき、おかげさまで
盛会に開催することができました。ありがとうございま
した。第 4000 回例会は約 20 年後 2036 年頃です。
みなさまとお会いできることを楽しみにしています。
◆上田 穣君
先週のソウルの世界大会は楽しかったけど、今夜の
平塚 RC 様との交流は、また違った意味でワクワクし
ています。来週にはゴルフをしに平塚にうかがいます。
平塚の夜も楽しみにしています。よろしくお願いしま
◆次回のプログラム
す。
◆澤田 常夫君
２１日(火)クラブ協議会／新年度事業計画発表
花巻 RC3000 回例会、菊の会 40 周年はロータリー
(クラブ、社会、職業、国際、青少年奉仕委員会）
精神の継承と実践継続の賜物と思います。またこの
機会に立ち会えたことに感謝したいと思います。
◆今後のプログラム案内
◆滝田 吉郎君
平塚ロータリーの皆様をお迎えしての花巻ロータリ
２８日（火）最終例会【家族会・夜例会】 ＠やぶや／
ークラブ 3000 回例会・菊の会創立 40 周年を夫婦
親睦委員会担当／ゲスト（予定）石崎青空さん
で楽しみます。
／ホットスプリングス日本語コース報告ほか
◆吉田 和洋君
慶祝６月度／
3000 回例会、菊の会 40 周年、おめでとうございま
会員誕生祝：稲田典之君（１２日）
夫人誕生祝：鹿討つぐみさん（康弘）（3 日）、
す。平塚ロータリー様、花巻におこしいただき、ありが
安藤美保子さん（武彦）（15 日）
とうございます。来週は平塚へお伺いいたします。
飯塚順子さん（正晴）（25 日）
菊の会さん、今後とも 宜しくお願い致します。
結婚記念日：髙橋豊君・洋子さん（2 日）、
◆阿部 一郎君
佐藤健一郎君・睦子さん（6 日）
祝 3000 回例会
阿部一郎君・秀子さん（31 日）
祝 菊の会 40 周年
在籍表彰：高椅典克君（22 年）
ありがとうございます、平塚 RC 様。
～お知らせ～
◆戸来 昭浩君
１６日（木）１２：３０～ 平塚ＲＣ昼例会訪問
花巻ロータリークラブ第 3000 回例会、そして菊の
１７日（金）平塚ＲＣ懇親会ゴルフコンペ参加
会創立 40 周年おめでとうございます。懇親会は思
＠平塚富士見ＣＣ
い出を語りながら大いに盛り上がりましょう。

◆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 : 0198-41-1133Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/鹿討

