
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
第 301４回例会/No.1１  2016 年 9 月２０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． ゲストスピーチ（坂本 均様） 
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 

 
 
 
・2016-17 年度活動計画書送付について  北上西ＲＣ 
・ハイライトよねやま 198  (公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学会  
・「やまだの作文・第 44 集」の送付    山田ＲＣ 
・11/28(土)友好都市十和田訪問市民ツアーのご案内について   花

巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐 
・地区大会のご案内    11/5(土) 親睦記念ゴルフ大会、 

11/19(土) RI 会長代理歓迎晩餐会、11/20(日) 本会議 
大会懇親会            ガバナー事務所 

 
 
 
■四つのテスト    ■今日のプログラム 
 伊藤 隆規 君     佐藤 誠吾 君 
 

 

 

 

 
  
■会長の時間「10 回/46 回」   吉田 和洋 君  

「吉澤ガバナー補佐公式訪問夜例会」 
 
 花巻まつりも久々に３日
間雨に見舞われることなく、
開催できました。上田市長
さんのご挨拶にもありまし
たが、宮沢賢治さんの詩に
読まれた、『方十里 稗貫
のみかも 稲熟れて み祭
三日そらはれわたる』とあるように、さわやかな秋晴れの
下での開催となりました。参加される方やご覧になる方々
等も多く、昨年のギネス挑戦にも匹敵する賑わいとなりま
した。また、９日には、ASMSA と花巻北高校の姉妹校締
結式にも出席させていただきました。佐々木史昭さん、下
町校長先生他関係各位のご尽力に敬意を表します。 
 
今週末は、土沢祭りです。江戸時代中期から始まり、約

300 年の歴史を誇っています。山車は明治 30 年代から作ら
れ『土沢囃子』にあわせ練り歩きます。ご盛会をご祈念い
たします。いよいよ秋本番です。 
しかしながら、県内では先の台風による甚大な被害で、

お亡くなりになられた方々や、さらに避難を余儀なくされ

た方々、停電や断水が今もなお復旧しない地域もあり、収
穫を迎えた作物が、被害を受けた地域もありました。まつ
りを中止せざるを得なかった地域もあります。あらためて、
お悔やみ申し上げますとともに、お見舞い申し上げ一日も
早い復旧をご祈念申し上げます。 
地区ガバナー事務所より義援金のお願いがきております

ので、対応して参りたいと思います。ご理解ご協力をお願
いいたします。 
 
本日は、第二分区 吉澤ガバナー補佐をお迎えしての公

式訪問例会です。花巻へお越しいただきありがとうござい
ます。例会は、菊の会さんとの合同の夜例会として開催さ
せていただきました。ご参加ありがとうございます。 
先ほどは、活動計画書をもとに、花巻ロータリークラブ

の今年度活動を、ご説明させていただきました。 
このあとご講評と、地区の今年度の活動等についてお話を
いただきます。 
また、今日は合同夜例会です。吉澤ガバナー補佐、北上

西 RC 菅原忠勝君もご参加いただいての、例会・懇親会と
なります。お時間の許す限りごゆっくりとしていただけれ
ばと思います。 
今年度は、当クラブが主幹で 市内３RC 合同新年会、

第二分区インターシティーミーティングの運営となります。
吉澤ガバナー補佐、会員の皆様、菊の会の皆様、市内クラ
ブ・分区内クラブの皆様のご協力・ご指導・ご鞭撻をお願
いいたしまして、会長の時間を終わります。 
 

 
 
 
今年度ガバナー補佐を仰

せつかりました北上西RCの
吉澤と申します。花巻 RC に
は前年度ガバナー補佐の上
田会員、大先輩の三田会員も 
いらっしゃって緊張します。 

 
皆様ご存知の通り 2016－

17 年度の RI のテーマは「人類に奉仕するロータリー」。 
ジョン・F・ジャーム国際ロータリー会長の講演記事に『今
良いことをすれば後々に良いことがどんどん広がって残る
んだよ』とありました。  
良いことって何なのかな…とふと思ったのですが、たま

たま我が家の前に空き缶が落ちていました。隣に蹴ったり
せずに拾ってゴミ箱に捨てました。当たり前のことながら、
先程まで落ちてた場所を振り向いて見るとゴミがない。 
すると自分の心に良かったなという安堵感がありました。 
きっと良いことは自分の心が安心することなんだな…と 
しみじみ思いました。特別なことをしようと思わなくても
自分の心が正しい方向を向いて生活していれば良いことに
つながっていくんだな…ということをほんのちょっとの時
間でしたが実感しました。 
皆さんでたくさん良いことをして、その良いことがまた

良いことを生む。良いことをしてもらうと自分も気持ちが
良い。自分が気持ちが良いとこの良いことを人にもやって
あげたくなる。そういう心のつながりがとても大切なんだ
なということを今年度のこのテーマが与えられた号を読み
ましてすごく心に感じました。 

 
濱守ガバナーの方針の中にはまず会員増強とあります。

会員増強も「すごくロータリーに入って良かったぞ」とい
う気持ち、濱守ガバナーも「私は震災復興で皆さんにたく
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さん援助して貰ってすごく嬉しかった」って気持ちを他の
多くの人達に伝えたいという気持ちも含んでの会員増強と
仰ってますが、それを一人でも多くの人に知って貰いたい、
それを感じて貰いたいという意味での会員増強ではないか
なと思っております。 
 花巻 RC さんでは今年は 3 名の会員増強を目指していら
っしゃるということですが、目を通したんですが、花巻 RC
の新入会員の選考委員会は厳しい！んですね(笑)。でもこれ
だからこそ伝統ある花巻クラブさんなんだと思いました。 
 
 今まで財団、財団と言って寄付することだけに集中する
一方で私たちも良く理解しないでいた気がします。寄付し
て 3 年後に寄付の半分が戻ってきて、自分達が困っている
人の為に使えること、今やらないと 3 年後に使える資金が
ないことも心に留めておいて下さい。 
 
 今日、花巻クラブの名簿を見て女性会員がいない、どう
しようという思いで来ましたら、菊の会さんがいらして安
心しました。花巻 RC さんは活動計画を聞かせて頂いても
昔のロータリーの流れを汲んでやってらっしゃるんだなと
感じます。時と共に RC の内容も変わって行きますが、私
が 22 年前に RC に入り、例会所で聞いた言葉、与えられ
た役が聞けてすごく懐かしく、さすがは 1954 年発足の格
式のあるクラブだなと感じました。みなさん一生懸命やっ
てらっしゃって、いろんな話を聞くことが出来てとても勉
強になります。そこに喜びを感じながらやって参りますの
で約 1 年間宜しくお願い致します。インターシティミーテ
ィングも一緒に成功させましょう。 

 
 
 

32 人中 14 人の出席 
出席率    51.8 ％  
前回修正  55.5 ％ 
＜メーキャップ＞ 
9/8  (木) 花巻南ＲＣ例会   佐々木 史昭君 
9/10 (土) 大堰川清掃活動 

 吉田 和洋君、鹿討 康弘君、橋川 秀治君 
 

 
 
◇吉田和洋君『本日は吉澤ガバナー補佐、北上西 RC 菅原

様、足もとの悪い中、お越しいただきありがとうござ
いました。一年
間よろしくお
願い致します。  
菊の会の皆

様もご参加あ
りがとうござ
いました。』 

 
◇佐々木 史昭君
『本日は吉澤
ガバナー補佐
そして北上西
RC 菅原様、花
巻RCと菊の会
の合同夜例会
にご参加いた
だき、ありがと
うございまし
た。貴重なご講話大変参考になりました。』 

 
◇阿部 一郎君『吉澤ガバナー補佐、本日は来花ご苦労様
でした。今年度も吉田会長の下、会員一同盛り上げて行
きますので、よろしくお願い致します。』 

 
◇滝田 吉郎君『皆様、祭りご苦労様でした。本日、次女
が男の子を出産しました。これでトータル孫三人になり
ました。 

◇佐藤  良介君『9／9、アーカンソー数理芸術高校
（ASMSA）と花巻北高校との姉妹校提携調印式が行わ
れました。これより来年度以降両校の交流が推進され
るものと思います。ロータリークラブの皆様には昨年
の現地調査はじめご支援を頂き有難うございました。
今後とも宜しくご支援の程お願い致します。 

  
◇上田 穣君『素敵な夜の訪問者、吉澤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、よう
こそ!! 花巻ロータリークラブへ!!! 大歓迎です。そして
「ご講話」お人柄が偲ばれる優しいお話に感激しました。
これからの活躍を心から祈っております。』 

 
◇三田 望君『珠美アシスタントガバナーを大歓迎致しま
す。第 2 分区はクラブ数も多いので充分楽しんで下さ
い。そして各クラブの情報交換の橋渡しもよろしくお願
いします。』 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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(副担当)  

◆ニコニコボックス 

◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

◆第 3013 例会後懇親会 

 

 

 
 


