
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

第 3017 回例会/No.14  2016 年 10 月 11 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 
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 

 
 
 
・国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所開設のご案内 

・次年度クラブについてのお伺い 

2017-18 年度ガバナー 藤﨑 三郎助 

・国際大会のニュース          ガバナー事務所 

・創立 50 周年記念誌送付について    塩釜東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

・医療に関する無料講師派遣（案内）  

NPO 法人抜苦ねっと理事長 渡辺信英 

・11/20（土）地区大会往復バス運行のご案内 

               花巻南ロータリークラブ 

・2017/4/15(土)～4/16(日)第 29 回全国ローターアクト 

研修会のご案内           ガバナー事務所 

・「盛岡いのちの電話広報 109 号」の送付について 

            社会福祉法人盛岡いのちの電話 

                                

理事長 金澤弘幸 
■四つのテスト 稲田 典之 君 

 

 

 

 
  
  

■メイキャップ 神戸垂水ＲＣ 直前会長 澤村正夫様 

 
神戸垂水区は神戸の西端、明石大橋のすぐ傍にあるシー

サイドホテル舞子ヴィラが私どもの例会場で木曜日の午後

６時半からです。ここから見渡す海は非常にきれいで、橋

も良く見えます。これを機会に皆様、神戸にお越しの際は

例会でなくとも私の方に連絡下さい。 

 今回御縁を頂いた中央コーポレーションの佐々木社長様

は良くご存じなので、お問い合わせいただいて、お越し下

さるのをお待ちしております。今日は本当に有難うござい

ました。 

■慶祝 
◇会員誕生 谷村繁君(11 日)   ◇夫人誕生 伊藤和子さん(９日) 

◇夫人誕生 稲田久美様(28 日)  ◇4 年バッチ 鹿討康弘 

 
◇14 年バッチ 伊藤誠一郎君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◇結婚記念日 上田 穣君(4 日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■会長エレクトの時間「13回/46回」 立花 徳久 君  

『いわて希望卿国体の輸送体制ほか』 
 こんにちは、会長、副会長がお
休みという事で私にお鉢が回って
参りました。悪い意味かと言うと、
お鉢というのはご飯のお鉢であり、
ご飯が来るのを期待しながら待っ
てるという意味だそうです。です
から、マイナスに考えないで、来
年の準備として話させて頂きます。 

 
 いわて国体が始まりました。開会式はプラチナチケット
で取れなかった人もかなりいたそうです。天皇陛下もいら
っしゃって、皇太子時代から何度か見てますが、やっぱり
お年を召されたかなと感じました。また、美智子妃殿下は
非常にお美しかったのだけは覚えております。 

 
北上がいわて国体開会式の会場になり、交通規制が厳し

く、タクシーも南小学校までしか送迎出来ない状況でした。 
花巻は今、サッカー、ソフトボール、野球、バレーボー

ルが開催中でタクシーはそうでもないのですが、結構車は
動いております。6 日からのハンドボールは通例のバス輸
送ではなくタクシーで輸送を全部やってくれと丸投げされ、
１回で最大 90 台近く必要なので各社総動員で動かないと
ならない。非常に悩んだ末に休んでいるマルカンデパート
の駐車場を国体期間だけ宮澤さんから借りて各社のタクシ
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◆例会プログラム 
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』 

結婚記念日についてはＢＯＸに
書きましたので、それ以外で。 
結婚記念日はちょうど今日で、家

を出る時にホテル花城の下川原さ
んが、彼は同級生なんですが、慶祝
のケーキを持ってきてくれました。 
彼の息子さんとうちの三番目が

同級生で小っちゃい頃からよく知
っていたので家族的な付き合いも
してて、「結婚記念日おめでとう」
と言われ、大変嬉しく思いました。 
彼の奥さんはマルカンの大食堂

に長いこと勤められ、マルカンなく
なって残念ですが、また復活すると
聞いて楽しみにしています。 

 Web 
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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 

ーを集め、事務所をどうするかと悩んでいると無償でバス
を使わせて下さる方がいて一元配車体制が整いました。 
 ただ、団体競技は選手や審判の誰が欠けても試合になり
ませんが、昨日は大渋滞が起こり、時間が読めない事態が
発生していたようですので、現地に車を待機させる方式も
取り入れ、時間厳守を第一に輸送して行こうと思います。 
 
 来週は姉妹都市のラットランドに国際交流協会の佐々木
会長と行って来ます。どんなところか楽しみですが、私に
とっての本命はその後、憧れのブローウェイのミュージカ
ル（シルクドソレイユの特等席）とジャズ。存分に楽しん
できたいと思っています。 
 
 
 

 
皆さん、こんにちは。 

本日は米山月間に因むクラ
ブフォーラムです。 

 
「人を救おうとするなら、

その人がどんな人かなど詮
索してはならない。」これは
最澄の言葉です。花巻クラ
ブの活動計画書には、個人

寄付者リストがありますので、米山は陽徳です。陰徳のも
とでは、寄付は任意ですが、陽徳のもとでは、限りなく義
務に近いと思われます。 

 
９月２５日の仙台での米山研修会では、壇上、菅野ＲＩ

元理事は「物心両面の奉仕」と「ロータリーはインターナ
ショナル」を改めて提唱なさいました。物と心によるイン
ターナショナルな奉仕です。米山では、ロータリアンは全
員寄付する権利があります。全員です。ご家族も寄付する
権利があります。菊の会も、法人も、です。ご家族の寄付
実績はロータリアンに譲渡できます。 

 
戦後、吉田茂首相の側近として活躍した白洲次郎は役得

ならぬ役損を勧めています。役損は感謝を表わすいい機会
です。米山への寄付を、私たちを花巻クラブに入会させて
下さった方、お世話になっている会員の方への感謝を示す
機会と捉えてはいかがでしょう。 

 
世話クラブとして、またキム君やバイマさんのような素

晴しい奨学生をお迎えいたしましょう。米山への各クラブ
の関心が二極化する中、花巻クラブがチャンスをとるのは、
そう、今でしょう。 

 
■委員会報告  
国際奉仕委員会 青少年交換委員 佐々木 史昭君 

今週の日曜日 10 時から常盤木学園で
地区の派遣生長期 10 人、短期 10 数名
を面接して来ます。岩手からの面接官
は国体等で忙しく私一人です。面接は 
英語で自己紹介して英語で質問し、英
語で答えるのですが、何とか花巻東高

校の子を行かせてあげたいと現在、東高校にて面接特訓中
です。結果はまた後日ご報告します。 

 
 

32 人中 16 人の出席 
出席率    61.5 ％  
前回修正   67.8 ％ 
メーキャップ なし 
 
 

 
◇上田 穣 君 『あと 13 年経つと金婚式を迎える事になり
ます。ということで先週末は最上町の瀬見温泉に泊まっ
てきました。今週末は山寺・蔵王方面に 2泊の予定です。
山形尽くしの結婚記念ウイークを楽しんでいます。』 

◇佐々木 史昭君『本日は神戸垂水ロータリークラブの直
前会長 澤村 正夫さんのメイキャップを心より歓迎申
し上げます。10 月 4 日は当社の創立記念日となってい
て恒例となった清掃ボランティアを行い、休日にも関わ
らず、ほぼ半数の社員が参加してくれました。』 
 

◇伊藤 隆規君『希望郷いわて国体が始まりました。開会
式への入場は身分証明、金属探知など空港以上でしたが、
内容の濃いものでありました。岩手県選手団の活躍を期
待しています。家内の誕生日祝い、有難うございます。』 

 
◇三田 望君『ユネスコの東北地区研修会で久々に酒田へ
行って来ました。帰りがけに寄ったマグロ専門店で食べ
た中トロ丼の美味しかった事。研修の中味は 3 日経つ
と忘れますが、舌の方はずっと覚えているようです。』 

 
◇橋川 秀治君『神戸垂水ロータリークラブ澤村様、よう
こそ花巻 RC へ。神戸では弟が鍼灸院を営んでおり、親
しみを感じております。よろしくお願い致します。』 

 
◇谷村 繁君（Wｅｂ非掲載） 
 
 
◇伊藤 誠一郎君『会員バッチありがとうございます。』 
 

◇稲田 典之君『妻の誕生祝いありがとうございます。こ
れからも大切にしていきたいと思います。』 

 
◇立花 徳久君『本日は会長代行で挨拶をさせて頂き、あ
りがとうございます。神戸垂水ＲＣの澤村様御来花あり
がとうございます。』 

 
◇吉田 和洋君 『遂に初欠席です。月初めに失礼しました。
先月末は 3 日間次女（花中 3 年）が修学旅行で、家に
は大人しかいない状況でした。数年後にはこうなるのか
な？子離れの練習みたいです。あっ、立花家もそうでし
た。今週末は岩沼ＲＣさんの 50 周年に三田大委員長、
鹿討幹事と出席し、お祝いして参ります。立花エレクト、
本日はエレクトの時間、ありがとうございました。 

 
◇鹿討 康弘君『4 年バッヂ」を頂きました。わずか 4 年
ですが、昨年は「完全皆勤出席」も経験し、もうすべて
やり尽くしたような達成感であります（笑）。 
油断してニコニコ忘れていましたので、遅くなりました
が会報委員会ADの役得として会報誌上にて感謝のニコ
ニコ致します。』 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『秋刀魚の塩焼き』  
 
 
 

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  （立花 徳久君） 
11/1  (火) 休会 
11/8 (火) ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」（伊藤委員長） 
11/15 (火) 会員卓話                （菊池 倫美君） 

※11/20(日) 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 

 
◆クラブフォーラム 『米山の寄付を考える』 

        米山奨学会 委員長 谷村 繁 君 

◆第 3016 例会メニュー 

 

 

 
 


