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第 3013 回例会/No.10

2016 年 9 月 13 日

◆例会プログラム（吉澤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問）
Ⅰ．活動報告会（17:00～ 全会員）
①前年度報告＆会長・幹事・大委員長・委員長抱負
②吉澤 G 補佐より（クラブより地区に求めるもの等）
Ⅱ．例会（18:00～ 菊の会合同）
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．幹事および委員会報告
６．出席報告 ７．ニコニコボックス ８．閉会点鐘
Ⅲ．懇親会（19:00～）

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

２０日のゲストスピーチにつきましては、識字率向上月
間ということもあり、私の今年度の国際奉仕活動にもあげ
ております、花巻小学校とネパールケンジインターナショ
ナルスクールとの姉妹校交流支援に当たり、学校のことや、
交流について、花巻小学校校長や花巻幼稚園園長をつとめ
られ、花巻小学校在職時代に同校と姉妹校を現地で調印さ
れた 坂本均先生にお願いいたしました。
ネパールで賢治さんの精神に感銘し、私財を投じ学校を
設立して、学校に通えない子供たちに、賢治さんの童話絵
本等を活用し、その精神や文字を教えている同校との交流
を支援していくにあたり、お話をお聞きしてその取り組み
を勉強したいと思います。

◆幹事報告

本日夜はホットスプリングス市よりの訪問団に対する
佐々木直前会長主催の有志歓迎レセプションがあります。
・9/18（日）ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会(RLI)出席のご案内
ASMSA の方々もいらっしゃいます。楽しい交流ができれ
2520 地区ガバナー 濱守 豊秋 ばと思います。先週の例会で、花巻北高等学校の下町校長
・
「ロータリーの友」英語版 2016-17 年度版 11 月中旬発行 先生よりご講話いただいた、姉妹校提携式も 9 日に同校体
ロータリーの友事務所 育館で行われ、いよいよ交流が本格スタートします。今後
・10/17（月）クラブ奉仕･会員増強･Ｒ広報･職業奉仕
とも見守っていきたいと思います。

委員会合同セミナーのご案内
ガバナー事務所
・台風 10 号による災害義援金のお願いガバナー事務所

◆第 3012（9/6）例会の概要
）例会の概要
■四つのテスト
☆佐々木

史昭 君

■会長の時間「9 回/46 回」

吉田

和洋 君

みなさま、こんにちは。先週の台風 10 号は岩手県や北
海道に甚大な被害をもたらしました。
東日本大震災津波を経験し地震・津波に対しては警戒し
ていたのに、台風等による大雨や暴風による被害に対して
は、想定外だったため、また犠牲者が出てしまいました。
復興途中の沿岸地域に被害が集中し、各県からの警察・消
防のヘリで毎日ご尽力されている方々に感謝しています。
幸い花巻は被害も少なく過ぎて行きましたが、日頃の備
えや心構えが改めて大切であると感じました。これから台
風の季節、多くの被災地が心配です。
被災された皆さま、お亡くなりになられた方々へ、お見
舞いとお悔やみを申し上げます。

これから、年末に向けて活動が多くなります。ロータリ
ー以外でも皆さま、仕事を含め、ご多用のことと思います
が、何卒ご協力をお願いいたします。
花巻神社例大祭、石鳥谷まつり、花巻祭り、土沢まつり、
ワインまつりなどなど、花巻は秋まつり目白押しです。
９月の活動へのご協力ご出席を切にお願いいたし、会長
の時間を終わります。

◆9 月度慶祝
■会員誕生日 上田 穣君

63 年前の 9 月 4 日に私が
◆ゲストスピーチ◆地
生まれてるんですね。
それも
人間として。人間に生まれて
くる確率はどれ位か？その
答えは信じられないもので
筑波大の村上和夫名誉教授
によると「1 億円の宝くじに
百万回連続で当る位の奇跡
だ」と。今までどうして人 間に生まれて来たのか考える
こともなかったですが、先日、菅原前ガバナーが仙台泉 RC
昨晩は、健康診断バリウム飲用後、花巻中学校部活指導 の会員と家族の慰労会をやられ、そこにガバナー補佐も、
者・コーチ委嘱式でこちらの会場でした。いつもながら、 とのことで行ったんですが、岩崎宏美さんが来て 2 曲『聖
母達のララバイ』と『命の理由（わけ）
』を歌ってくれまし
バリウム明けの飲み会は微妙な感じです。
た。
『命の理由』を流しますので聴いて下さい。
～ ♬
秋からの新人戦・来年の大会に向け、各部活の指導者へ
委任状をお渡しし、学校公認でご指導いただいております。 ♬♬ ～
保護者以外でも指導戴いており、お仕事を持ちながら、 これを生で聞いて、涙が流れて来ました。いろんないい歌
生徒の部活動へのご協力を戴いておりますことに、心から があるんだなぁ～と思いました。以上！
※出向中の RLI 研究会の会合が 18 日にありますが、所用
感謝しています。
で行けません。RC]の事を勉強したい方はお声掛け下さい。
９月に入りまして、いよいよ月末にガバナー訪問となり
ます。１３日には、第二分区の吉澤ガバナー補佐の公式訪 ■会員誕生日 立花 徳之君
いよいよ 50 代最後の誕生
問夜例会、菊の会合同です。今期２回目の夜例会です。親
日を昨日迎え、娘とかみさん
睦委員長さま宜しくお願いいたします。
例会におきましては、ロータリー活動のお話をいただき、 と誕生祝いをしました。2，3
その後ガバナー補佐も交え、懇親会を開催いたします。皆 日後には他の子供達も帰っ
てきて家族が揃います。祭り
様のご出席を重ねて宜しくお願いいたします。
２７日は濱守ガバナー公式訪問例会となります。こちら だと帰って来るんですよ、誕
生日には来ないけど（笑）
につきましても、宜しくお願いいたします。
今の『命の理由』の「秋来

れば葉は自ずから散るように…」という歌詞の処で、「ああ
場にあった車が水没してしまった様です。想定外の被害
そうか、そろそろ俺はそういう準備もしてかなきゃならな
が身近に起きて、備えの重要性をつくづく考えさせられ
いんだ」と・・・要は葉は落ちても幹は残るから、その次
ました。
』
にまた大きく花を咲かせるという処が非常に大事で、そろ
◇立花 徳久君『誕生祝いありがとうございます。50 代
そろ次の人達を育てる役目に変わって行くのかなと歌詞を
最後の誕生日です。60 代への準備期間として大切に
見て思いました。
日々を送りたいと思います。』
先週、盛岡のすぺいん倶楽部で TOKU というトランペッ
ターでボーカリストのライブに行き、シナトラの良さから、 ◇三田 望君『先週、花巻小 5 年生に花巻城の平面復元し
美空ひばり等の進駐軍仕込みのジャズの上手さに思いを馳
た児童公園で勉強してもらいました。毎年、ユネスコス
せました。このようにコンサートに行ったり、海外に行っ
クールの一環としてお手伝いさせてもらっています。今
たり出来る自分の立場は非常に幸せな立場だなと感じます。 週、金曜日まで保存してますので興味ある方はご覧にな
60 代になってもこのまま続けたいと思います。これから暫
って下さい。
』
くはお世話になりますので皆様宜しくお願いします。
■在籍表彰（4 年）伊藤

隆規君

◇伊藤 隆規君『花巻祭り三日間の「雨なし」を祈ります。
バッチありがとうございます。
』

◇上田 穣君『誕生祝を有難うございます。63 年前に私
が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会う為。今、私
が生きているのは愛しいあなたを護る為。なのです！』

◆第 3012 例会メニュー

『

天 重

』

◆地区青少年出向者報告
青少年長期・短期交換委員会報告

佐々木 史昭君
」花巻市国際交流協会の
◆ゲストスピー
派遣事業の研修の中で
「RC の交換留学制度で
岩手県からは短期ばかり
◆今後のプログラム
で長期はいない。宮城県
とは意識が違う」という 9/20(火) ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 元花巻小学校校長 坂本 均 様
ﾈﾊﾟｰﾙｹﾝｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙとの交流（花巻小交流支援）
話をしたら、花巻東高校
◆今後のプログラム案内
の女子生徒から 1 名長期 9/27(火) 濱守ガバナー公式訪問
プログラムにエントリー
する方が出まして、花巻 ※ 例会外その他報告
南 RC で書類の整備をし
9/6（火）夜の大沢温泉でのホットスプリングス
ています。仕事の都合をつけて試験の応援に行ってきます。
市民訪問団歓迎会に花巻 RC からも 6 名参加し、
（その他、ホット市の市民訪問団の情報提供がありました）
交流を深めました！

◆出席報告/////////

32 人中 1３人の出席
出席率 46.4％
前回修正 57.1％
メーキャップなし

◆ニコニコボックス
◇吉田和洋君『9 月は行事
がたくさんあります。皆様、
公式訪問への出席をお願い
致します。
』
◇佐々木 史昭君『本日の大
沢温泉でのホットスプリン
グスからのロータリアン
他･歓迎会には、多くの花巻
RC の会員の皆様からご参加、ご支援を頂き、ありがと
うございます。今週日曜日まで 5 泊 6 日間、花巻祭り
含めて姉妹都市交流を深められればと思います。
』
◇阿部 一郎君『台風 10 号で被害に遭われた方々には心
よりお見舞い致します。自分の次女も宮古にて被害にあ
い、5 月購入の車が水没してしまいました。住んでいる
アパートも玄関ドアすれすれまで水が迫り、腰まで水に
浸かりながら避難したようです。増水するスピードが半
端なく、
「水が出たな」と思っていたら、15 分位で駐車

9/10（土）6:30～7:30 花巻南 RC 主催の
大関川の清掃に花巻 RC から吉田会長、
鹿討幹事、橋川君の 3 名で参加！

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

