
 

 

 

 

 

第 3003回例会/No.45  2016年 6月 28日 
最終例会(菊の会合同)夜例会・引継ぎ会@やぶや 

               

 
1. 開会点鐘  
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. ゲストスピーチ 石崎青空さん「ホットスプリング

スで日本語教師を務めて」花巻 RC-ホットスプ
リングスビレッジ RC親善大使 

5. 花巻 RC新旧会長・幹事引継（敬称略） 
会長 佐々木史昭→ 吉田和洋 
幹事 澤田常夫→ 鹿討康弘 

6. 菊の会新旧会長引継（敬称略） 
会長 吉田優子→ 伊藤由美子 

7. 幹事および委員会報告 
8. 出席報告 
9. ニコニコボックス 
10. 閉会点鐘 

 
 

 
各種表彰授与 
会長特別賞、100％出席奨励賞、年間ボックス賞 
ご夫人参加賞、米山賞、ロータリー財団賞他  

 
 

 

・会員種類と例会の柔軟性に関する規定審議会

の決定について     / ガバナー事務所 

・7月のロータリーレート 106円 

/ガバナー事務所 

 
 

■会長の時間 佐々木 史昭 君 
「平塚ＲＣ訪問及び懇親ゴルフコンペ参加報告と 
クラウドファンディング」 

 

 

 

 

 

 

 
みなさん、こんにちは。先週木曜日は平塚ロー
タリークラブさんの昼例会に、上田穣ガバナー
補佐、稲田典之友好クラブ委員長、吉田エレク
ト、私の４名で参加して参りました。 
主目的は６月７日に行われた第３０００回例

会に平塚ＲＣさんから９名でご参加頂いた御礼
をすることでしたが、懇親ゴルフも含めて２日
間丸々平塚で交流を深めることが出来、大変有
意義な訪問となりました。 

 
翌週６月２３日木曜日は夜例会、翌々週６月

３０日木曜日は休会なそうで、６月１６日が昼
例会としては最後の例会であり、常磐卓嗣会長
の想いが込められた会長あいさつが最終プログ
ラムでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
常盤会長には、昼例会のほか、夜の部も１０

名以上のメンバーに集まっていただきイタリア
館という平塚市内の老舗イタリア料理屋さんで
非常に美味しいイタリア料理をごちそうになり、
またその後も常盤会長の所有するビルに入って
いるクラブに連れて行って頂き、さらには３次
会までお世話になり、大変親交を深めさせて頂
く事が出来ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
常盤会長は現在平塚商工会議所副会頭、平塚

ＪＣ理事長経験者で、神奈川ブロックのブロ長
も経験されており、当時平塚ＪＣのメンバーで
あった河野太郎を鞄持ちとして連れて歩いてい
たとのことでした。 
河野太郎氏は神奈川１５区選出、自由民主党

所属衆議院議員（第７選）で、第三次安倍内閣
の国家公安委員会委員長兼消費者及び食品安全
担当大臣兼規制改革担当大臣兼防災担当大臣を
務められております。 
常盤会長いわく、ＪＣ出身の自由民主党の重

鎮、元内閣総理大臣、現財務大臣麻生太郎の所
属する派閥は麻生後は河野派になる！とのお話
しであり、平塚とのこのご縁はぜひ大切にする
べきであると理解致しました。 
さらに今年、平塚ＲＣさんはＪＣＯＢを大挙

入会させて会員拡大は１１名に達し、今回も福

沢正人会頭、常盤卓嗣副会頭、三荒弘道さん、

白石慎太郎さん、秋山智さん、葛西敬さんなど

多くのＪＣＯＢの方に大変お世話になりました。 
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姉妹都市の平塚にあるクラブと姉妹関係を持
っているのは花巻ロータリークラブしかないと
いうことに気付き、このことが当クラブの魅力
創出に繋がることを再認識しました。 

翌金曜日は、平塚
ＲＣ・花巻ＲＣ懇親
ゴルフコンペとし
て、平塚２２名、花
巻４名、合計２６名
の参加により平塚
富士見カントリー 
クラブという平塚ロ

ータリークラブのホームコースで行われました。 
平塚ＲＣにはゴルフ部という任意組織があり、

平塚ＲＣ主催のゴルフコンペが年に２回、湘南
７クラブ（平塚、平塚西、平塚南、平塚北、平
塚湘南、大磯、二宮）主催のゴルフコンペが２
回、神奈川県西部２７８０地区主催のゴルフコ
ンペが２回とロータリークラブの関係するゴル
フコンペだけで年に６回もある大変ゴルフの盛
んな地域でした。 

 
平塚富士見カントリークラブの隣にレイクウ

ッドゴルフクラブという高級ゴルフクラブがあ
り、みなさんご存じの小金井カントリークラブ
よりある時期会員権が高かったそうで、それほ
どではなくとも大変素晴らしいゴルフクラブで
した。平塚駅から車で３０分程度西北に行った
こんもりとした小さな丘陵地帯にあり、距離も
幅もありますが割合フラットなゆったりしたコ
ースでした。グリーンも大変手入れが行き届い
ていて気持ちよく、クラブハウスは広くて豪華、
北西には天気が良ければ富士山が望め、南には
湘南の海が望める最高のロケーションでした。   
大磯コースと平塚コース各１８ホールあり、

大磯コースをあがるとクラブハウスレストラン
とは別の望洋亭という海が望められるレストラ
ンに通され、新鮮なお魚を中心とした美味しい
和食を頂ける大変贅沢な趣向になっています。 

 
キャディさんは地元の高校を卒業した若くて

可愛らしい２０代の女性がしっかりとした教育
を受けて務められており 
とても気持ちよくプレー 
できました。 
今回、上田ガバナー 

補佐と私とが、大変お 
忙しい中スケジュール 
を調整して参加頂いて 
いた平塚商工会議所会頭 
福沢正人様と同組でプレ 
ーさせてもらえて大変光栄でした。来年は会頭
自ら花巻でゴルフやりましょう！と言って頂き
ましたので、もし実現したら設営が大変ですが、
大変ありがたいお話しだと思います。 

 
ところで、平塚へ向かう東北新幹線の車中で

話題になり、６月１９日日曜日の岩手日報の記
事にもなっておりましたが、６月１６日水曜日
よりマルカン存続プロジェクトのクラウドファ
ンディングが始まりました。 
私も新幹線車中でサイトを確認しながら早速

寄付させて頂きました。その時まだ累計６０万

円台でしたが、２日で１６０万円くらいまで集
まり、３日目に２５０万円、昨日は５００万円
を超えるところまで来ていました。 
企業経営者としてはお金を出すからには株主

として当然の権利を行使できるような形で出し
たい、など色々意見はあると思いますが、花巻
にとって重要なマルカン存続問題に真っ正面か
ら取り組んでいる小友君を支援したいというこ
とと、クラウドファンディングはアメリカ発祥
の小口資金を数多く集めようという発想ですの
で、大きな金額で投資するというより自分の出
来る範囲で機動的にやっていこうということに
賛同し、とりあえず個人ベースで実行致しまし
た。Facebook の投稿を見てホットスプリング
スからも私宛に米ドルの支払いでも大丈夫か？
と聴いて参りましたので、 
推進責任者小友康弘君の 
ことを説明して、米ドル 
大歓迎！ぜひ援助をお願い 
したい！と返信致しました。 
みなさまにおかれまして 

もぜひサイトをご確認いた 
だき、ご支援をお願いした 
いと思います。 
いしわり「マルカン大食堂運営存続プロジェクト」 
http://ishiwari.iwate.jp/pj/report/IswV0766812 
 
今週月曜日より、旧石鳥谷町からの姉妹都市

である米国バーモント州ラットランド市から中
学生６名と引率教師２名が来花され、今週日曜
日まで滞在しております。 
新旧理事会が開催された月曜日の夜は派遣生

とホストファミリーを引き合わせる歓迎ポット
ラックパーティが開催され、途中から抜けるこ
ともできず大変失礼してしまいましたが、吉田
丸も着々と準備を開始しております。 
 
本日のプログラムは、新年度事業計画発表で

すが、７月新年度が正式に始まる前ですので、
本日のところは、新年度会長、幹事による決意
表明として行いたいと思います。どうぞよろし
くお願い申し上げます。 
 

■新年度会長・幹事より所信表明 
 

○2016-17年度会長 吉田和洋君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この度、2016-17年度会長を拝命することに

なりました。皆様におかれましては、平素会務
運営へのご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。 さて、今年度国際ロータリー会長ジョ
ン・シャーム氏の指針『人類に奉仕するロータ
リー』を受け、地区ガバナー濱守豊秋氏は世界

 

 

 

 



でもっとも『よいこと』を行うその推進力とな
るために『会員の増強と維持』『財団への寄付』
『2017年ポリオ撲滅』という方針を挙げられて
ます。 
また、『賢明さ』『思いやり』『粘り強さ』『行

動を促す力』のロータリーボイスを意識し有意
義で楽しいロータリー活動も提唱しております。 

  
歴史ある当クラブ独自の特色ある事業を継続

発展し、継続可能な事業を継承しつつ、新しい
取り組みも行っていきたいと考えます。 
今年は、希望郷いわて国体・希望郷いわて大

会や宮沢賢治生誕 120周年、新市設立 10周年と
公的行事がたくさん開催されます。 
また、台湾便等の定期化へ向けて定期チャー

ター便の運航も行われ、国内はもとより海外か
らも多くのの来県者が期待されるところです。  
私共も国際ロータリーの一員でありますので、

来県される皆様を奉仕の精神で歓迎し、ロータ
リークラブの周知や活動、そして感謝を目的に、
岩手へいらっしゃる方々へのおもてなしの奉仕
活動をして参りたいと考えております。  

 
また、花巻南ロータリークラブ様の 50周年や

姉妹クラブである平塚ロータリークラブ様の
60 周年事業等、関係クラブの周年をお祝いし、
市内や近隣クラブ、関係機関とも連携をとりな
がら事業をすすめて参りたいと考えております。 

 
会員はもとより、活動環境を支えてくれる家

族も一緒に楽しめるような親睦と奉仕事業も進
めて行ければと思います。楽しみながら会員の
職業や経験を通じて、地域へも貢献できるクラ
ブ運営に努めていきたいと思います。 
ロータリーは日々変化し続けていると思いま

すが、その本質は不変であり時代合せた方法に
より活動形態が変わりながら発展していかなけ
ればならないと考えます。皆様のますますのご
理解とご協力をお願い申し上げる次第です。  
花巻ＲＣよし・関係先よし・地域よしそして

国際ロータリーよしの三方良し+1の精神で、地
域をロータリーを盛り上げ、『人類に奉仕する
ロータリー』を実践してまいりましょう。 

4月の熊本・大分大地震で被災された方々へ
同じ被災県としてお悔やみとお見舞いを申し上
げますと共に、避難生活を余儀なくされている
方々が一日も早く復旧・復興し、子供たちの育
成環境が改善されますことをご祈念申し上げま
す。  
＜2016-17年度の主な事業＞ 
□希望郷いわて国体・希望郷いわて大会や 
チャーター便・観光等での来県者への歓迎 
と感謝の奉仕事業展開。  

□花巻小学校との連携による、先のネパール 
地震で被災したケンジ・インターナショナ 
ルスクールとの交流支援。  

□花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボー
ル大会を主催し、子供たちの健全育成のサポ
ートを支援。＜大会横断幕を制作・掲示し花
巻ロータリークラブと活動を PR＞  

□花巻ロータリークラブ奨学生制度による花巻
北高校生のサポートで将来の人材育成に寄与。  

□花巻南ロータリークラブ 50周年・平塚ロータ 

リークラブ 60周年等への出席。  
□姉妹クラブ・友好クラブ・第 2分区内クラブ 
との交流促進・市内 3ロータリークラブとの 
親睦推進等。  

□インターシティーミーティング in花巻を主 
幹し、ロータリアンや地域へ奉仕。  

□2520地区出向者 2名への支援・協力等。  
□花巻市立花巻中学校と協働し、生徒の健全育 
成を支援。  

□その他ロータリーの奉仕の精神に即した必要
とされる事業等。  

 

【クラブ奉仕】  
出席委員会・・・積極的な出席ができるよう促 

し、クラブの活性化に寄与する  
親睦委員会・・・参加しやすく楽しい企画によ 

り、会員相互・家族・ゲスト等との親睦 
交流を推進。 菊の会との連携  

ニコニコボックス委員会・・・・会員の善意の 
ボックスによる奉仕活動資金の充実を推 
進し、活動の更なる活性化に寄与  

プログラム委員会・会場監督・・経験を活かし 
例会プログラムの企画・管理・運営と例 
会の適正な進行  

雑誌・広報委員会・・・ホームページや機関誌 
を活用し、トピックの紹介やロータリー
活動を、クラブ会報委員会と連携し内部
外部への発信し会員の勧誘にも寄与。他
クラブの特徴ある活動を紹介し、クラブ
へも活かせるように情報提供していく。  

クラブ会報員会・・・会報の発行によるクラブ 
の活動の紹介・報告・情報発信。会員増 
強へも寄与。 雑誌・広報委員会とも連携 
し、クラブ活動の周知。  

友好クラブ委員会・・・国内外姉妹クラブや友 
好クラブ等との交流推進、新規友好クラ 
ブの模索。  

会員増強委員会・・・現在、将来の活動環境活 
性化を目指し、活動理解による新会員の 
加入推進・会員の維持や会員の多様化に 
よる社会貢献を目指す。最低 2名。  

会員選考委員会・・・推薦された会員候補者の 
適正選考、会員の多様化の促進  

ロータリー情報委員会・・・ロータリー経験を 
基にした経験の浅い会員への啓蒙や各種 
大会参加奨励。 

  

【職業奉仕】  
職業奉仕委員会・・・職業を通じて奉仕の精神 

の醸成を図り、意識の向上に努める。  
 

【社会奉仕】  
社会奉仕委員会・・・花巻 RC小学生女子親善 

バレーボール大会をサポートし、大会横 
断幕により RCへの理解促進。菊の会とも 
連携。  

人間尊重委員会・・・花巻市内の社会奉仕団体 
との相互理解による地域奉仕推進等 

 
【国際奉仕】  
国際奉仕委員会・・・花巻小学校との連携によ 

るネパール・ケンジインターナショナル



スクールとの交流支援。  
国際青少年計画委員会・留学生・ALT講師等と 

の交流による国際教育の理解。  
ロータリー財団委員会・・・地区財団セミナー 

へ参加し財団活動の理解、財団寄付の奨 
励、財団補助金の理解。  
※財団創立 100周年。  

米山奨学会委員会・・・奨学会の趣旨を理解し、 
将来の国間の相互理解・交流の一翼を担 
う人材の支援等  

 

【青少年奉仕】  
青少年奉仕委員会・・・花巻北高校と ASMSA 

との交流・姉妹校締結に向けて引き続き 
サポートしていく。  

花巻 RC奨学生委員会・・歴史のある独自の奨学 
生制度を継続し、花巻北高校より推薦さ 
れた生徒を支援し将来の人材を育む。志 
豊かな地域人材育成に寄与する。 

  

【2520地区出向】  
青少年交流委員会・・・今年度 2520地区国際奉 

仕委員会 青少年長期・短期委員 
佐々木史昭君 

研修委員会 RLI 委員・・上田穣君 
 

◆2016年度規定審議会報告会の報告 
例会の回数やクラブのあり方などかなりの内

容変更がありましたが、規定改定日本語翻訳版
は 12月以降になるようです。しかし、詳細な運
営細則はクラブで決めて良いそうです。当クラ
ブはとりあえず今まで通りとさせて頂きますが、
人頭分担金が毎年 4ドルずつ上げるという部分
は決まったことですので、納入します。 

 

○2016-17年度幹事 鹿討康弘君 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次年度クラブ幹事をさせて戴くことになりま

した。まだまだ学ばなければいけないことばか
りですけれども、ロータリーの精神を理解し、
活動を実践し、ロータリーの関わりを持たせて
頂ける 1年である事に感謝しつつも、重責に身
の引き締まる思いでございます。 
佐々木前会長の国際交流活動の流れを止める

ことなく、また吉田会長の方針に従い、理事・
役員と協力し、親睦と奉仕の充実したクラブ運
営を推進していく事を目指したいと思います。 
また、吉田会長の三方善し＋ワン善しの精神を

支えられたらと思っております。 
皆様の力になれるよう精一杯重責を果たす思い

ですので、ご指導を宜しくお願い申し上げます。 

○平塚 RC 訪問 ガバナー補佐 上田穣君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33人中 14人の出席 
出席率   42.4％ 

    前回修正 53.5％ 
【メイクアップ】 
◆6/16（木）平塚 RC 例会訪問   佐々木史昭君、
吉田和洋君、上田穣君、稲田典之君 
◆6/19(日) ロータリー情報委員会 稲田典之君、

橋川秀治君、多田浩二君、飯塚正晴君、前田毅君、

伊藤誠一郎君、滝田吉郎君、佐藤誠吾君 

◆6/20(月) 新旧合同理事会      

澤田常夫君、吉田和洋君、鹿討康弘君、 

笹木賢治君、滝田吉郎君、稲田典之君、 

立花徳久君、戸来昭浩君 
 
 
◆佐々木 史昭君 
今年度の最後の昼例会も、無事終了いたしました。
残すところ最終例会のみ。最後の最後まで、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。 

◆吉田 和洋君 
いよいよカウントダウン。 
準備は・・・頑張って楽しみます。 
皆様のご協力お願い致します。 
◆佐藤 健一郎君 
結婚祝い記念品大変ありがとうございました。今後と
も宜しくお願い申し上げます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 ５日（火）吉田新年度スタート 

 （プログラム予定） 慶祝 及び クラブ協議会 

カンパチのカマ塩焼き 

◆ニコニコボックス 

◆出席報告 

◆トピックス 

◆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  

 

  

 

 

◆第 3002 回のメニュー 

 

 

 
 

  

 

吉田会長なら幹事は
楽でうらやましいと言わ
れましたが、所信表明
を聞いて、「こんなに事
業やるって聞いてない
よ～」(笑)という気持ち
です。しかし、幹事を引
き受けた以上、ついて
いきます！ 
 

 

会長によって平塚訪問も異
なり、去年は会長が途中で
いなくなったが今回は 3日み
っちり(笑)吉田会長年度は
どうだか楽しみです。平塚
RC の例会は進行を次年度
幹事がテーブルについたま
ま行い、発表者のみ前に出
る。ゴルフは緊張しました
が、会頭に倣って力を抜い
て、大崩れを免れました。 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

