
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
第 3010 回例会/N.o7  2016 年８月 23 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. クラブフォーラム 会員増強担当・立花徳久君 
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 
 
 
 
・クラブ運営及び活動計画書活動報告書送付のお知らせ 

花巻北 RC  
・8/27（土）H28 年度「花南祭」開催について（ご案内） 

岩手県花巻南高等学校 校長 遠藤 可奈子 
・9/6 (火） ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽからの友人歓迎会のご案内 

ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ・ﾛｰﾀﾘｰ有志交流会 発起人 佐々木史昭 
・9/29（水）第 19 回会員親睦ゴルフ大会 (ご案内) 

花巻商工会議所 
・2016-17 年度活動計画書       北上和賀 RC 
・ロータリー財団 百周年記念シンポジウム開催のご案内 

ガバナー事務所 
・ﾊｲﾗｲﾄよねやま 197   （公財）ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 
・RYLA のご案内 (ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

国際ロータリー第2520地区 
・2016-17 クラブ活動計画書        平塚 RC 
 
 
 

■四つのテスト    ■親睦委員会 
☆阿部 一郎君     ◇稲田 典之君（代理） 

 

■会長の時間「6 回/46 回」   吉田 和洋 君  

いよいよリオ・オリン

ピック開会が開幕しま

した。早速、水泳で金・

銅メダルが出ました。 
個人メドレー金は男

女通じて大会初、競泳金
は 2 大会ぶりで競泳同
種目の複数メダルは 60

年ぶりで今朝は体操男子団体が 3 大会ぶり金の知らせ

が・・・。ますますの日本選手の活躍に期待します。 
 
甲子園大会も始まり岩手県代表の盛岡大付が初戦を

勝利で飾りました。最近の東北チームは、確実に進歩し
ています。リトル効果と思います。リトルといえば花巻
チームはどうだったでしょうか？ 
また、中総体東北大会では、花中ハンド部女子は惜し

くも準優勝でした。地元開催でしたので優勝も期待され
ていましたが残念。2 年生の活躍もありましたので、来
年に期待したいところです。 
 
 先週の土曜日は、くりはら高原駅前のエポカ２１で開
催のロータリー財団セミナー（補助金管理セミナー）と
社会奉仕セミナーへ立花エレクトと行ってきました。 
財団セミナーでは、ロータリー財団の現状や資金につ

いて学びました。財団が 1617 年にアトランタ大会で設
立されてから今年１００周年となり、2018 年はそのア
トランタでの大会となります。 
 
ポリオ・プラスでは、ナイジェリアで現在ポリオ野生

種がなくなって一年を経過し、残るはパキスタン 11 名、
アフガニスタン 6 名ですが、紛争地帯であり、なかなか
根絶が困難で、最近の報告ではパキスタンで 2 名増加と
のこと。ポリオ寄付は＄30/人が目標となっています。 

 
また、地区補助金ＤＧ申請について、補助金管理、Ｍ

ＯＵについて説明をいただきました。残念ながら申請し
ていた地区補助金は認可になっていませんでした。次年
度また別の角度から立花エレクトと相談していきたい
と思います。地区内では 14 事業が認可され総額は
＄45,841。ただ申請時為替 110 円/＄が、認可時 102
円/＄で申請額の 93％配分になっているそうです。 

 
年次寄付については＄100/人が目標とされ、日本は

少し多く＄150/人でお願いしているとのことですが、
現在 2520 地区平均は＄70/人で推移。強制ではないの
で、地区では各クラブの裁量に任せているそうですが、
0 クラブは無くしたいとのこと。 

 
他にも社会奉仕活動のコンタクトの仕方、基本的な支

援の考え方、要支援対象の一例、ローターアクト・イン
ターアクトについての講演がありました。資料を社会奉
仕大委員長、滝田君へお渡しいたします。 
本日は、久々の会員卓話第一回を谷村 繁君にお願い

しております。年間で 5 回程度予定しており、ご快諾頂
いた５名の皆様には宜しくお願いいたします。 
来週は、お盆のため休会となります。わたし達もホッ

と一息です。会長の時間を終わります。 
 

 
 

今日は、組織メンバーの間で、考え方を共有す

るために、参考になりそうな本を少し紹介させて
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』 

◆会員卓話    谷村 繁君 

 

◆ゲストスピーチ◆委員会報告：出
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◆出席報告///////// 

いただきます。 

最初にアーサー・

Ｄ・リトル社編「製

造業の高収益革命」

です。この中に、製

造に関るＲＴＲ分析の掲載があります。Right 

Things Right がベストな状態です。どのような

製造現場でも正しい原材料で正しく製造される

ことが望まれます。物づくりにおいては、トラブ

ルがどこで発生したのかを瞬時に見極めたい。Ｒ

ＴＲ以外の、ＲＴＷ、ＷＴＲ、ＷＴＷの３つのど

こでの発生かです。 

 次に営業ですが、ロン・クラーク著「ムーブ ユ

ア バス」についてみてみましょう。ここでも、

期待以上の業績をあげられる人（ランナー）、で

きる範囲内で仕事をする人（ジョガー）、引っ張

られないと動かない人（ウォーカー）、座ってい

るだけのお荷物（ライダー）の４つに分類されて

います。全員がランナーなら最高だと思いますが。

著書の中には、各々に対する処方箋が掲載されて

います。 

 リチャード・テンプラー著「できる人の自分を

超える方法」の中に、ライバル会社をけなす会社

は失敗する、とあります。 

ライバル会社をけなすことなく、自社の組織を

パワーアップし楽しく会社というバスを走らせ

るために、「ムーブ ユア バス」では、組織のリ

ーダーは、全メンバーに対して、成果を測る指標

を示し、必要なサポートとツールを与えるべきと

あります。 

ご清聴ありがとうございます。 

（２０１６年８月９日卓話大筋） 

 
 

32 人中 14 人出席  
出席率 50.0％   前回修正 57.1％ 

【メイクアップ】 
8/3（水）花巻北 RC 杯少年野球大会３０周年記念祝賀会 

吉田和洋君、鹿討康弘君 
8/6（土） 地区社会奉仕・ロータリー財団合同セミナー 

吉田和洋君、立花徳久君、 
8/7（日） 国際ロータリー第２５２０地区 青少年交換長

期派遣生壮行会  佐々木史昭君 
 

 
《2520 地区青少年交流委員会報告》 

長期短期の交換留学
生を９月 15 日までの期
限で募集中です。長期短
期とも現在各 12 名の応
募状況です。長期は 1～
2 名しか留学できません。
全員が宮城県内からの応
募者です。短期は 10 名
前後が行けるのですが、

まだまだ応募者は増えると予想されます。岩手県からは現
在８名です。壮行会があったのですが昨年留学した 4.名
（米 2、仏 1、台湾 1）もいらしていました。高校 2、3
年生で英語、仏語、台湾語もペラペラのトリリンガルです。
やっぱり 1 年間も行くのは凄いんだなあと感じました。
（他、メキシコマサトランＲＣ吉井努様、来花の件） 

 
 
 
◇吉田和洋君『谷村繁さん、本日は卓話ありがとうござい
ました。来週はお休み。ほっと一息・・・です。』 
 
◇佐々木 史昭君『先週日曜日、2520 地区の青少年交流
委員会に参加（中略）花巻北高から北上西 RC の推薦を得
て短期 1 名の応募もあります。期限の９月 15 日までま
だ間がありますので、お声掛けをお願いします。』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『鯛のムニエル和風ソース』 
 
 

 
8/30(火) ゲストスピーチ 花巻北高等学校 下町校長先生 

『ASMSA との姉妹校締結にむけて』 
 

 

 
９/6(火) 慶祝・地区 RLI/地区青少年出向報告 

（上田穣君、佐々木史昭君）例会前・理事会 
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 
9/20(火) ゲストスピーチ 
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（副担当） 副委員長：佐藤誠吾 

委員：多田浩二、前田 毅  AD：鹿討康弘（主担当） 

◆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 3009 例会メニュー 

 

 

 
 


