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第 3011 回例会/No.8

2016 年８月 30 日

◆例会プログラム
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10.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
ゲストスピーチ① 花巻北高等学校 下町校長先生
同上 ②
2013 メキシコ GSE 団長 吉井努氏
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
・9/25(日)「ロータリー米山記念奨学会研修会」のご案内
ガバナー事務所
・9/10(土) 大堰川・清掃活動のご案内
花巻南 RC
※以下 3 件、第 2760 地区 ガバナー服部 良男
・趣意書
・10/21-22（金/土）第 5 回インターアクト研究会並び
に、第 3 回地区インターアクト委員長会議のご案内と登
録・参加のお願い
・10/22-23（土/日）第 4 回 ワールドフード＋ふれ愛
フェスタのご案内
・9 月ロータリーレート 102 円
ガバナー事務所
・クラブ活動計画書送付について
北上 RC

◆第 3010（8/23）例会の概要
）例会の概要
■四つのテスト
☆滝田
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

在来線運休の掲示・・・。ふと新幹線改札を見たらまだ
動いていて、出発まで５分。急いで切符を買い、乗れま
した。危うく帰宅難民になるところでした。
急きょ新花巻駅に迎えに来てくれた奥さんに感謝。台
風は来ましたが比較的本県は穏便に過ぎたようで安心
しました。
17 日 当クラブ元会員の高橋秀男さんがご逝去され、
18 日に火葬、19 日にご葬儀が執り行われました。クラ
ブとして慶弔見舞金の既定に即し、弔意を表させていた
だきました。高橋秀男さんは昭和 58 年 7 月に入会され
て以降、様々な委員長を歴任され、平成元年に幹事そし
て平成 6 年には会長に就任され、その後も様々な委員長
を務められ、残念ながら平成 2７年 6 月に退会されまし
た。ロータリーが大好きで、在籍中は出席 100％と思い
ますし、会報はすべてファイルしてあるとお聞きしまし
た。また、ポールハリスフェロー、ポールハリス準フェ
ローの功績も残されております。31 年の長きにわたる
活動に敬意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
リオ・オリンピックも昨日閉会し、いよいよ 4 年後、
東京大会になります。メダル獲得も前回ロンドン大会の
38 を上回り、史上最多 41 個、内容でも金 12、銀８、
銅 2１と素晴らしい活躍で参加国中 6 位に。
近年は今まで日本人が勝てなかった競技でも、いい成
績や優勝を収めてきていますので、日本人のポテンシャ
ルもどんどん上がってきて、海外勢にひけをとらなくな
ってきているのは素晴らしいと思います。
さて、土曜日からはイーハトーブフォーラム ツーデ
ーマーチと花火が開催されました。宮沢賢治生誕 120
周年の一環でもあり、嗜好を凝らした近年では最高の花
火だったのではないかと思います。個人的には、今年 5
月にお亡くなりになった富田勲さんの花巻でも公演い
ただいたイーハトーブ交響曲の一端を第 2 部での花火
の音楽にいれていただいたのは嬉しかったです。みんな
が楽しみにしている事業を運営している方々、ご協賛い
ただいている皆様へ感謝いたします。

吉郎 君

■会長の時間「７回/46 回」

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ

吉田

和洋 君

来週の例会は、花巻北高等学校 下町校長先生におい
で頂き『花巻北高等学校と ASMSA との姉妹校締結に
昨日は台風接近でした。 向けて』という演題でゲストスピーチをいただきます。
先日笹木大委員長さんと一緒に、高校へお伺いし、川
夕方より盛岡で業界役
員会があり、電車で盛 村副校長先生へ依頼状をお渡しして参りました。9 月 9
岡へ行き会場へ到着し 日に花巻北高等学校体育館に於いて生徒たちも一緒に
たら皆様から８時に東 ASMSA 校と調印式を行うとのことで、私にもご案内を
北本線止まるらしいよ いただきました。
今後の同校と ASMSA との交流が楽しみです。佐々
とのお声がけが。懇親
会を早めに切り上げ、 木直前会長はじめられた花巻ロータリーの素晴らしい
盛岡駅へ着いたら既に 活動の一つであるとあらためて思いました。

だんだん種々の団体の事業が秋に向け立て込んで参 長エレクトとして尽力し、楽しい会を目指します。
りました。迷走しないように気を付けて行きたいと思い
32 人中 12 人出席
◆出席報告/////////
ます。
出席率
44.4％
本日はクラブフォーラムです。 会員増強・新クラブ
前回修正
59.2％
結成月間でもあり、会長エレクト兼会員増強 の立花徳 【メイクアップ】7/28(木) 花巻南ＲＣ例会 佐藤 良介君
久くんの時間となります。会員増強と並行して退会防止
は地区の課題にもなっております。今後だんだんクラブ
◆ゲストスピーチ◆ニコニコボックス
の種々ローテーションが厳しくなっていくことが予想 ◇吉田和洋君『立花さんありがとうございました。台風も
されます。今後の活動活性化に向け皆様のご協力を宜し
無事過ぎてくれてホッとしています。来月は公式訪問が
くお願いいたします。
続きます。皆様よろしくお願い致します』
◇佐々木 史昭君（遠隔）
『先週土曜日、ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ花火
大会が開催されましたが、台風 7 号による増水で中洲
まで渡れず、木曜日午前に実行委員会から金曜日中に桟
会長の話の花火大会
橋をかけられないかと打診があり、弊社内で在庫調査、
の時に出た冨田勲さん。 設計、製作、架設を 1.5 日で行い、打ち上げ準備に間
◆ゲストスピーチ◆ニコニコボックス
私は中学校のころから
に合わせました。お役に立ててとても良かったです。』
大ファン。一番最初にク
ラッシックの曲をシン ◇三田 望君『ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾌｫｰﾗﾑのﾂｰﾃﾞｰﾏｰﾁ 5km の部にチャ
レンジしました。孫達が４才の頃から４年連続です。皆
セサイザーで演奏した
さんに孫達３人の付添いですかと聞かれました。真相は
『Switched On Bach』のウ
付き添われでした。病後の復活に自信を付けました。』
ェンディ・カルロスに影
響を受けて冨田功さん ◇鹿討康弘君『弊社では全社員対象に「読書運動」と「禁
がシンセサイザーをやり始める訳ですが、私は冨田功
煙」をﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝの名のもと、ﾊﾟﾜﾊﾗで実行しております。
さんから入って『Switched On Bach』を知っちゃった。
今、話題のﾌｨﾘｯﾌﾟﾓﾘｽ社の電子タバコ IQOS（ｱｲｺｽ）
、好
私がクラッシックを好きになったのも冨田功さんの
評のため入手困難らしいですが、弊社ではこれまで独自
影響が非常に大きい訳です。
ルートで 22 セットを確保。社員に購入してもらってい
冨田功さんには花巻でイーハトーブ交響曲やった
ます。東京、群馬の社員は完全 IQOS 化。花巻は禁煙も
ときに短時間、周りからすると 10 分近く、1 対１で
含めて喫煙率が 40％から８％に成果を上げました。』
話しましたが、そういう話になると目がキラキラして、
年を取られていてもまだまだ大丈夫だなと思ってい ◇橋川秀治君『先週、弘前大学の白神自然学習会のキノコ
採集・鑑定会に参加しました。蒸し暑く、大雨にも見舞
たら、今年お亡くなりになられ、非常に残念です。
われましたが、貴重な体験をさせて頂きました。いよい
本題の会員増強ですが、
「ロータリーの友８月号」
よ今週末はキノコ鑑定士の試験。頑張ります。』
数字で見る会員状況では日本の１クラブ平均会員数
は 39 人で花巻 RC も大きな違いはありませんが、海
◆第 3010 例会メニュー
外の方が多い傾向です。
会員数推移は日本は 1998 年をピークとして縮小
傾向、世界は 2002 年から維持。その違いは何故か
を考えないと根本的な対策は難しいと思います。
2520 地区の 1 クラブあたり女性会員数は 2.3 人。
花巻も女性役員が増えてきており、目を光らせて女性
会員を勧誘するということが必要と思います。世界で
は女性会員率 21%。確かにﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽも女性会員が
多い。話によると奥様もロータリー会員になられてる
方も多いとか・・・それも考える時かも知れません。
『鯵の唐揚げ』
世界大会に行った 4 人にも結果は別として一応ア
タックはかけて行こうと思います。
◆次回のプログラム

◆クラブフォーラム

立花 徳久 君

それとやってみたいのは復帰会員、RC を辞められ
た方をもう一度勧誘できないかやって行きたい。
あと、もう一つ非常に大事なのは拡大だけじゃなく
て、退会者を出させないこと。魅力あるロータリー活
動だけでは無理で、一人一人の状況とかをもうちょっ
とその方の状況に寄り添って（役割等の）物事を考え
るというのも必要かなと思います。
増やす部分と状況を維持する部分、これを両輪とし
て考え、皆さんにご協力を願いたいと思います。後日、
紹介カード（仮）を作ってお渡しします。こういう方
がいますよ等の情報提供を、宜しくお願い致します。
親睦委員長・会長中心に楽しくやりましょう。私も会

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

◆次回のプログラム◆今後の
◆次回のプログラム◆今後の
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
◆今後のプログラム案内
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（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

