
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
第 3009 回例会/N.o6  2016 年８月９日 

 
 

1. 開会点鐘  
2. ロータリーソング斉唱 
3. 四つのテスト 
4. 会長の時間 
5. 会員卓話（谷村 繁君） 
6. 幹事および委員会報告 
7. 出席報告 
8. ニコニコボックス 
9. 閉会点鐘 
 
 
 
・9/18（日）ロータリーリーダーシップ研究会（RLI） 

パート1へのご案内     RI2520地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 
・10/8（土）岩沼ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・ 

祝賀会のご案内      岩沼ロータリークラブ 
・夏季休業のお知らせ          ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所 
・暴力団追放広報紙「暴追いわて」の送付について 

花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田 東一 
 
 
 

■四つのテスト  
☆澤田 常夫君  
 
 
 
 
 
 

■会長の時間「5 回/46 回」    吉田 和洋 君  

≪花巻市の学力の現状と課題≫ 
先週、岩手でも梅

雨明けとなりました。
暑い日が続きます、
体調管理にご留意く
ださい。 
前回の例会は 11

名と人数が少なく寂
しい感もありました
が、花巻北ロータリ
ークラブ佐藤会長に
ゲストスピーチして

頂き、佐藤会長が経営しております『ガーデンリゾート
悠の湯 風の季』で、美味しいお料理で楽しい時間を過
ごすことができました。例会のしつらえもしていただき
ました。ありがとうございました。 
８月１日は、開業４周年ということです。おめでとう

ございます。 
例会前には、源泉かけ流しのご自慢の温泉に入らせて

頂き、一日の疲れをさっぱりと流してから例会を行い、

佐藤会長からは、花巻北ロータリークラブの活動をお話
し頂きました。その中で、主催している小学生野球大会
が今年３０年を迎えるとのお話がありました。 
当クラブの親善バレーボール大会も昨年度３０回を

数えましたので、同じ時期に子供たちの健全育成に寄与
する活動を始め、今日まで長きにわたって継続し開催し
ていることに、改めて敬意を表します。次代のプレーヤ
ーがここからも生まれることを期待します。 
 明日夕方より、花巻北 RC 主催の少年野球大会３０周
年記念祝賀会が開催されます。私と鹿討幹事もご招待い
ただきましたので、出席しお祝いして参ります。 
 
さて、先週は何かと集まりが多く、木曜日は市 PTA

連合会中央ブロック研修会に出席しました。花巻北中学
校が幹事校で、花巻市内の教育と小中学生の学力につい
て、花巻小学校今野校長先生、花巻北中学校の山影校長
先生、花巻北高校の川村副校長先生をパネラーに現状と
課題をお話しいただきました。 
川村副校長先生からは、最近花中、北中を含め市内の

中学校から花巻北高校へ入学する生徒が減少傾向で、北
上や近郊からの生徒が増えているとのお話もありまし
た。北上からは全校で 100 名超とか。 

 
また、花巻の小学生は学力が県・国平均を上回ってい

るのに、中学生では逆に低下している現状が報告され、
岩手の中学生の学力が全国でほぼ最下位との厳しいデ
ータもでておりました。  
学力がすべてではないと思いますが、学ぶ力は必要で

はないかと思います。 
 
懇親会では川村副校長先生と同じテーブルでしたの

で、改めてご挨拶した際に、奨学生のお話のほかに、今
年９月９日にホット市から訪問される方に、ASMSA よ
り校長先生他も一緒に来られ、花巻北高校さんと姉妹校
の締結をする予定とのお話をいただきました。昨年度の
佐々木直前会長の活動の成果と敬意を表します。 

 
９月最終週の例会は第一回ゲストスピーチを予定し

ておりますので、花巻北高校さんへお願いできないかと
考え、理事会にてご承認をいただきましたので、お願い
して参りたいと思います。 
 
本日は、久々の慶祝者スピーチとなっております。本

日もどうぞよろしくお願い致します。 

 
 
慶祝・表彰：浅沼幸二君 
会員誕生日祝（3 日）  在籍表彰（28 年） 
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◆出席報告///////// 

28年前の8月2日、誕生日の前の日に29歳で入会、
紹介者は泉商店さんの下坂和臣さん。「これから花巻そ
の他で商売するのに、顔を売るのに丁度良い会があるか
ら入れ」と何も分からず来て 28 年も経ちました。 
入会してすぐにライラ（RYLA:ロータリー青少年指導

者養成プログラム）をやると云うことで丸正タイヤの伊
藤社長が先陣を切り、わたぼうし農場がまだ立派な建物
ができる前に収穫祭とかをやって、青少年のリーダー研
修をやった記憶があります。 

11 月初めのものすごい雨降りで寒い時、でもその時
にいらっしゃったガバナーは革靴のままドロドロの芋
畑に入って施設の子供たちと一緒に笑いながら芋を掘
ってる。その姿に、ああ、ロータリーの精神ってこれな
んだな・・・って入会直後に実感させられました。 
 ロータリーの活動は触れ合う活動や清掃活動、菊の会
が老人ホームに手縫いの雑巾を届けるなど、何かの役に
立てればと活動をしてきた気がしますけれども、最近は
イベントばっかりが多くて、本来のロータリー活動に戻
ってないと思うことが多々あります。これは他クラブも
地区も同じような状況で震災とか不幸があると義捐金
などの地域貢献が主な活動になってます。 
 そもそもロータリーとライオンズどこが違うんだと
言う質問を昔、IM の時にした人がいまして、明確な答え
がありました。「交差点で目の不自由な人が困ってる時
に盲人用信号を付けようとするのがライオンズでさっ
と手を差し延べて一緒に渡るのがロータリー」答えをし
たのが谷村 繁さんのお父さん。こういう非常にわかり
やすい、ロータリーとはそういううものなんだよという
教育を受けながら、もう 28 年も経ってしまいましたけ
れども、やはりいつかは原点に返って、そういう気持ち
で奉仕作業なり、何かをして行かなくちゃいけないんじ
ゃないかと思ったりもします。 
 メンバーの数が私が入った頃は 50 名近くいたのが、
今では半分くらいということで何をするにしても人が
足りない状態で、会の運営するにしても会長さんはじめ
幹事さん、皆さんご苦労なさっていると思いますけれど
も、できれば先程述べたように、少しでも地域の役に立
てるような活動が出来て、別に新聞や TV で取り上げら
れなくても、地域の人が RC のお蔭様だったって思って
くれるだけで、我々の使命は達成されるのではないかと
最近思うようになりました。 
 何とか 30 年まで勤め上げて卒業出来ればと思ってま
すが、実際には未だ年も若く、この会場にも私より若い
人は少なくて、私が入会した時には８０代、７０代、６
０代はごそっといて、２９歳の私は本当にペーペーでし
たが、それを仲間に入れてくれ、ここまで育ててくれた
ロータリーに対して大きな感謝を申し上げたいと思い
ます。三田さんとは３０年近いお付き合いとなりますが、
このようにご一緒できるのは幸せなことだと思ってい
ます。何とか３０年を目指したいなと思っていますので、
皆様のご支援をお願い申し上げます。 
  
慶祝・表彰：谷村 繁さん 
夫人誕生日祝：るり子さん(19 日)・米村奨学金表彰 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリーの友の１８P に米山さんが米国に行った時

目加田さんが一緒にいたと出ていました。 米山の話は
１０月にするとして、誕生日の話を。私の妻が８月２日
に生まれまして、前日、花火大会があったそうです。私
も１０月生まれなのですが、前日花火大会があり、花火
には出産に何か影響があるのかなと思います。（笑） 
それから、さっき橋川さんと青森のねぶたの話をして

いて、カラス跳人はいない方が良いけれども、いた方が
盛り上がるんじゃないかという話になりました。来週の
卓話の時間にはなぜルパン三世は泥棒なのにヒーロー
なのかという本があり、そのお話しをしたいと思います。 
 

32 人中 13 人の出席 
出席率 48.1％ 

   前回修正 59.3％ 
【メイクアップ】  なし 
 
 
 
・佐々木 史昭君「太田橋開通式&渡り初めで欠席します」 
・澤田常夫君「本当の青い空、今年も登山で心地よい汗」 
・滝田吉郎君「当社ﾘｻｲｸﾙﾌﾞﾗｽﾄ工法が県の新技術に登録」 
・谷村 繁君（Web 非公開） 
・浅沼幸二君｢誕生祝・周年ﾊﾞｯﾁに感謝。前期高齢者に！｣ 
・稲田典之君「昨日,花巻囃奉納式。花巻祭りのｽﾀｰﾄです」 
・吉田和洋君「祝,花巻北 RC 少年野球 30 周年祝賀会」 
★三田 望君 
 米山奨学生で起業に向け豪州で修業中のヨプ君より、 
素敵な奥様との結婚とお目出度の嬉しい電話があり 
ました。RC の一員になる日を待ち望んでます。 

 
 

『とんかつ』 
 
 

8/16(火)  休会（定款第 6 条）お盆休会 

～8月テーマ『会員増強・新クラブ結成推進月間』～ 

8/23(火)クラブフォーラム 会員増強担当・立花徳久君 

 

 

8/30(火)ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 花巻北高等学校 下町校長先生 

（仮題）『ASMSA との姉妹校締結にむけて』 

※9/13(火)吉澤Ｇ補佐公式訪問理事会（17：00） 

菊の会合同夜例会（18：00）、懇親会 

※9/27(火)濱守ガバナー公式訪問 

クラブ会報委員会 
委員長：橋川秀治（今回担当） 副委員長：佐藤誠吾 

委員：多田浩二、前田 毅  AD：鹿討康弘 

◆ニコニコボックス 

◆次回のプログラム 

 

◆次回のプログラム◆今後の

◆次回のプログラム◆今後の

 

◆今後のプログラム案内 

◆第 3008 例会メニュー 

 

 

 
 


