
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

第 3016 回例会/No.13  2016 年 10 月４日 
 

 
１． 開会点鐘  
２． 国歌斉唱 
３． ロータリーソング斉唱  
４． 四つのテスト  
５． 会長の時間  
６． 慶祝、クラブフォーラム （谷村 米山委員長） 
７． 幹事および委員会報告 
８． 出席報告  
９． ニコニコボックス  
１０． 閉会点鐘 

 
 
 
・10 月ロータリーレート 1 ドル＝102 円  

国際ロータリー日本事務局 

・11/14（月）平塚 RC 創立 60 周年記念チャリティー 

ゴルフ大会開催のご案内     平塚 RC 

・12/4（日）ロータリーリーダーシップ研究会（RLI） 

パートⅡへのご案内    ガバナー事務所 
 
 
 
■四つのテスト 三田 望 君 

 

 

 

 

 
 

■会長の時間「12 回/46 回」 吉田 和洋 君  

『濱守ガバナー公式訪問』 
 本日は、RI 第 2520 地区 
濱守ガバナー様をお迎えし
ての公式訪問例会です。花巻
RC へお越しいただきありが
とうございます。 
また、第二分区吉澤がバナ

ー補佐様におかれましては、
13 日の補佐公式訪問夜例会
に続き、お越し頂いておりま

す。夜例会は、吉澤がバナー補佐様にもご臨席頂き菊の会
さんとの合同の夜例会として開催させて頂き、楽しい時間
を過ごすことができました。ありがとうございました。 
先ほどは、公式訪問理事会におきまして、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や昨年度の特
筆すべき奉仕活動、脈々と続く歴史ある特徴的な活動につ
いてご説明させて頂き、濱守ガバナー様からはその活動に
ついてのご講評やご講話、アドバイスを頂きました。 
例会ではご講評・ご講話のお時間を 30 分程度確保して頂

きたいという事でしたので、会長の時間はベリーショート
で終わりとさせて頂きたいと思います。 
濱守ガバナー様におかれましては、各地訪問等ご多忙の

様ですので、体調にはくれぐれもご留意されて、お務め下
さい。本日はご来花、誠にありがとうございました。 

 
 
 
 
 
皆さんこんにちは、ご紹介頂いた大船渡西RCの濱守です。 
私の職業分類は食品製造で老人保健施設や病院、学校の給

食や仕出し弁当、お寿司を製
造しています。 
先ほど会長幹事会に参加し

て驚いたのは花巻 RC さんの
青少年活動。花巻北高校さん
とアーカンソー州の高校と姉
妹校の締結をしたばかりだと
聞いたんですが、こんな活動

もあるのかとびっくりしました。ロータリーに入って 30 年、
青少年活動は色々見て来ましたが、こういうのは他にあま
りないですよね。有難うございました。今後、参考になる
例として話して行きたいと思います。今後も花巻 RC の皆
さんの多方面での活躍を期待しています。 

 
 さて、本年度 RI 会長のテーマは「人類に奉仕するロータ
リー」色々と勉強させられているところでございます。 
人類に奉仕するロータリー、何が一番必要かと申します

と、まずジョン・ジャーム RI 会長が言っているのは『会員
増強に力を入れて欲しい。女性、若い人たちに声をかけて
将来のロータリーの中心になる会員を増やすことを是非や
って欲しい』とのことです。 
そして財団への寄付。ゼロクラブを無くすことです。『前

年度寄付したから今年度休もう…ではなく、少しでも良い
から毎年休まずに寄付して欲しい』ということです。  

2 年前 2520 地区でゼロクラブは 28 クラブ、前年度 11
クラブです。今年度、私の年度で何とかこれをゼロにした
いと思います。 
さらに『財団 100 周年を記念してポリオを撲滅させたい。

そしてロータリーにしか出来ない新しい活動に進んで行こ
う！』と話しておりました。 
 そして『財団への寄付はただ寄付するだけでなく、3 年
後に半分は返って来るので地区補助金、グローバル補助金
を使って地域に奉仕して下さい。人類に奉仕して欲しい』
そのように言われていました。 
 
 私の今年度のガバナー方針は「復興支援に感謝して、ロ
ータリーボイスで行動を」としました。ロータリーボイス
については勉強会で何度も勉強させられましたが、まず賢
明さ、思いやり、粘り強さ、行動を促す力の 4 つを大事に
して欲しいという事です。会員増強にしろ、大きなプロジ
ェクトの達成にも財団寄付にもロータリーボイスが必要だ
という事です。是非、ボイスを使ってやって欲しい。 
 また、「復興支援に感謝して…」という言葉を使ってるの
は私も被災した人間ですが、津波で流されたクラブに行く
と本当に何処に行っても感謝、感謝です。バッチを指さし
て「ロータリーは凄い！こんなに凄いとは思わなかった！」
支援の多さに吃驚して、ロータリーやらなくてはならない。
頑張らなきゃならないと。私に「復興支援に感謝して…全
くこの通りだ。我々も頑張るから、ガバナーも頑張れ！」
「会員増強もゼロクラブを無くすのも協力するから頑張ろ
う！」と逆に励まされるんです。内陸の RC の皆さんを始
め、日本はもとより世界各国からの支援に本当に感謝して
おりました。私はその気持ちを必ず伝えますと約束をして
回っております。本当に有難うございます。 
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◆出席報告///////// 

◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

 さて、粘り強さですが、15 年前私が大船渡西 RC の会長
の時に「何か新しいことをやろうよ」という事で「近くて
遠い国と言われている韓国と RC を通して近くて近い国に
しよう。世界平和の事を話するのであればまず近い国同士
が友達にならないとわかんない。平和にしなきゃ駄目なん
だ」と計画を立てて始めました。 
釜山の日本の会社の大先輩、権（ごん）さんと友達にな

り、韓国の「南原（ナモン）中央 RC」と交流をしようとい
う事に決めました。大船渡西と南原中央の両 RC には韓国
人の兄弟がいて上手く行くかなと思いましたが、何度話を
してもダメ。なかなか OK サインが来ない。何でだろうと
皆で思い、粘って粘って一回韓国に行きました。南原には
行けず、慶州に 20 人程で行きました。先方の会員数 100
人位の内 20 名位が来て初めて見合いをしました。そしたら
ようやく向こうの心が和らぎ、いくらか見る目が変わって
来た。チャンスだと帰って再度確認すると OK サインが出
ました。何回やってもダメだったのが、こっちから韓国に
行って交流を持ちかけて OK になった。何でかと言うと、
我々は本当に歴史を知らない。交流を始めて 1 年半、3 回
南原に行った時、ここに南原城、万人塚と言う石碑があり、
日本の秀吉が朝鮮出兵した時にここで戦って、1 万人が亡
くなった。そのお墓がここだと。我々25 名バスに乗ってて
誰も知らない。びっくりし、だからなかなか OK してくれ
なかったのかとその時思いました。でも、今では我々は姉
妹クラブだけれども兄弟よりももっと仲が良いと言ってく
れていて、毎年、高校生の交換交流事業「架け橋の翼」も
やっており、震災時のみ休みましたが、続いています。 
 あと、私がガバナーを受ける時もパストガバナーより粘
り強く説得され、「被災地からガバナーを出して感謝の気持
ちを伝えないと」と言われ、とうとう引き受けざるを得な
くなった。この粘り強さがロータリーボイスです。皆様も
宜しくお願い致します。（以下、誌面の都合で要約） 

大きなことを成し遂げるには他の支援団体と連携する
ことも必要。『オール・ハンズ』との支援物資分配、『難民
を助ける会』とのグループホーム建設などの話を例に。 
（地区大会では『難民を助ける会』よりご講演頂く予定） 
濱守ガバナーの半生。船乗りになりたてで、無線士とし

てチリ津波で被災した大船渡港の惨状を伝えた経験。アメ
リカ航路で遭遇したエメラルドに輝く海を見て、全ての悩
みが洗われ、『エメラルドの海のように私はなりたい』が座
右の銘に。オーストラリア航路で先輩の話を聞いて戦没者
の英霊におにぎりをたむけ、見上げた美しい星空の話など。 
☆地区大会を 11 月にしたのは鮑など大船渡の海の幸を提
供したいから。是非、大船渡にいらして下さい！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

32 人中 14 人の出席 
出席率    48.2 ％  
前回修正   55.1 ％ 
メーキャップ ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会研修会 谷村 繁君 
 

 
 

◇上田 穣君『濱守ガバナーと吉澤アシスタントガバナー
ようこそ花巻 RC へ。大歓迎です！公式訪問も残すとこ
ろ１/４ほどだそうで順調なご様子、とても嬉しく思いま
す。お二人供お身体にご留意され、益々のご活躍を祈念
しております。』 

 

◇佐々木 史昭君『本日は濱守ガバナーの公式訪問で花巻
RCまでお越しいただきありがとうございました。今後、
教えて頂いたロータリーボイスの精神をまもって行動
して参りたいと思います。』 
 
◇吉田 和洋君『濱守 G 、吉澤 G 補佐様。本日は公式訪
問ありがとうございました。一年間よろしくお願いしま
す。濱守 G、お体に気をつけて頑張って下さい。』 

 
◇鹿討 康弘君『濱守ガバナー、吉澤ガバナー補佐、公式
訪問頂きありがとうございます。さて、先日、結婚 30
周年記念旅行に行って来ました。奥さんが二人きりは絶
対イヤだというので、2 才の孫から 81 歳の母まで総勢
6 名で宮古港から客船「にっぽん丸」で 3 泊 4 日のクル
ーズを楽しんで参りました。朝食からディナーまで豪華
な料理で、おかげ様で 3 ㎏肥えました。』 

 
◇立花 徳久君『濱守ガバナー、来花ようこそいらっしゃ
いました。吉澤ガバナー補佐、ご苦労様です。良いアド
バイスをいただき、参考にさせて頂きます。』 

 
◇高橋 豊君『濱守ガバナー、吉澤ガバナー補佐のご来訪
に感謝いたします。益々のご活躍を祈念いたします。』 
 

◇伊藤 誠一郎君『本日は濱守ガバナー、吉澤ガバナー補
佐、訪問ありがとうございます。本日は仕事の都合上、
早退します。滝田さん、代理ありがとうございました。』 
 

◇三田 望君『濱守ガバナー、心暖まる公式訪問ありがと
うございました。一年間、御身体に気をつけて 2520 地
区の為にご尽力下さい。』 

 
◇濱守ガバナー、吉澤ガバナー補佐各々：『Box します。』 

 
 
 

『白身魚の胡麻風味フライ タルタルソース』  
 
 
 

10/11(火) ゲストスピーチ   調整中 
10/18(火) 会員卓話         （浅沼 幸二君） 
10/25(火) ラットランド訪問卓話  （佐々木 史昭君） 
11/1  (火) 休会 
※11/19-20 第 2520 地区『地区大会』（大船渡）！！ 

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 

◆第 3015 例会メニュー 

 

 

 
 


