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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

修学旅行も様変わりし、体験旅行的になってきております。
学校での解散式に出向きましたが、生徒たちは明後日から
の学校生活の現実に引き戻され、元気がなくなっていまし
た。引率頂いた先生方も、ご苦労なことだと思います。
今回の修学旅行は、国体開会式と重なり年度初めより送
迎バスの手配に結構苦労しました。最初はどうなることや
ら・・・でしたが、立花さんの影のプッシュもいただき、
無事確保ができました。ありがとうございました。
今日は、本来は米山奨学生スピーチを予定しておりまし
たが、学期も後半に入り大学の単位に関わる講義等が忙し
くなり、日中の例会に参加が難しいという申し出があり、
急きょ延期とさせていただきました。
夜例会であれば、出席可能のようですので、カウンセラ
ーの南クラブ嶋くんと打ち合わせし、11 月 29 日の夜例会
で調整中しております。菊の会さんとの合同夜例会ですの
で、かえって良かったのかなとも思っています。

・平成 28 年度岩手県暴力団追放県民大会・暴力団追放宮古
地区大会への参加
花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一
10 月も中旬に入り、なにかと皆様もお忙しくなるかと思
・ﾊｲﾗｲﾄよねやま 199
公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 います。私は来週末いよいよ花中の 70 周年式典です。皆様
よりご支援いただきましたこと感謝申し上げます。
・2016-17 第 2 回 花巻・北上地区・湯本各ＲＣ会長・幹事会議開
催のご案内
ガバナー補佐
吉澤珠美 また、ロータリー活動も年末に向け、地区大会や南クラブ
の 50 周年や Xmas 会などなど多くなってきます。また、2
月にはインターシティミーティングや平塚 RC60 周年も控
◆第 3017（10/11）例会の概要
えております。このあと、11 月に迫りました地区大会大船
渡の概要等をお話しさせていただきたいと思います。
）例会の概要
■四つのテスト
伊藤 隆規 君
引き続き皆様のご協力をお願いしまして、会長の時間を終
わります。

◆地区大会

大船渡への参加のお願い
2016-17 年度 会長 吉田和洋 君

■会長の時間「14 回/46 回」 吉田 和洋 君
みなさんこんにちは！
日中は過ごしやすくなりました
が、朝晩は寒いくらいです。岩
手山にも初冠雪があり、北海道
ではもう気温が一桁になってい
るところもあります。体調管理
には十分お気を付けください。
先週は初めて例会お休みをいただきました。栗駒で取引
先のコンペでした。成績は・・・。私、春と秋に花粉症？
になることが多いのですが、今年の秋は比較的大丈夫かな
～と思いましたら、午後からなんだか花と目と喉がおかし
くなってきて、帰るころにはすっかり鼻声で薬も飲んでい
ませんでしたので大変でした。夜に薬を飲んで寝て、翌朝
になったら・・・全然普通に戻りかけていて、栗駒よりは、
少しは花巻が都会かな～と感じた次第です。
先週、中学生の次女が東京へ修学旅行でした。東京にい
る長女がスカイツリーにいた団体を写メしてきました。職
場がスカイツリーから 10 分位のところにありまして、仕事
終わりに外に出たら黄色いバスに乗った見たことある制服
の団体が目に入ったので、追いかけていったそうです。一
目で分かったそうです。妹は探せなかったようですが、や
はり気にかけてるんだな～と思い、微笑ましかったです。

今年度は、濱守ガバナーの復興支援への感謝をしたいと
の強い意向で、大船渡の海の幸がもっとも充実する 11 月に
開催をすることになります。いつもは 4 月ですので、会員
の皆様におかれましては、ご多用かとは思いますが、ふる
ってご参加をお願いいたします。
地区大会の行事としましては、11 月 5 日（土）親善コン
ペ（団体戦あり・江刺 CC）には私と鹿討幹事で参戦してき
ます。地区大会と日程が離れての開催です。そして・・・
11 月 19 日（土）大船渡市民文化会館にて、会長幹事会の
後、RI 会長代理歓迎晩さん会となります。私と鹿討幹事は
ここから出席し大船渡に宿泊となります。
そして、会員の皆様にご参加頂きたい地区大会。特にも
入会年数が浅い会員の皆様にぜひともご参加いただき、旬
の幸も楽しんでいただきたいと思います。
今年度は、南ロータリークラブさんがバス運行幹事とな
ります。南クラブさん、北クラブさんとの合同運行バスに
なりますので、車内でも交流しながら楽しいプチ・バス旅
にしていただければと思います。参加いただければ、出席
のメーキャップにもなりますよ。（※登録料はクラブ負担）
運行案内と大会プログラムは別途ご案内もしておりますが、
会報にも掲載させていただきます。

◇11 月 20 日（日）地区大会本会議（大船渡市民文化会館）
8:50 ホテル花城前集合･9:00 バス出発～11:30 会場着
到着後昼食（お弁当）
、12:00 開会～オープニングアトラ
クション～記念講演『難民問題～今、何が起きているか』
講師 長 有紀枝 氏、17:30 大会懇親会（鮑等海の幸！・
ライオンキングを鑑賞し、夕方からのディズニーランド
でクラスメイトと一緒に思い出づくりをしてきたようです。 大船渡市民体育館）、19:30 中締め後大船渡発、 21:30 頃
ホテル花城着。多数の皆様の参加をお待ちしております！

話はかわりますが先週末は鹿討幹事・三田くんと岩沼 RC メーキャップ
の 50 周年に出席しお祝して参りました。当クラブの 60 周
10/8（土） 岩沼ＲＣ創立 50 周年記念式典・祝賀会
年の際にも岩沼 RC さんよりお祝いに駆けつけていただい
吉田会長、鹿討幹事・三田望君
ております。会場は、竹駒神社崇高殿では式典・記念講演
10/9（日） 青少年交換長期・短期選考試験
と岩沼小学校の吹奏楽金管バンドによる演奏でしたが、そ
佐々木史昭君
の演奏レベルの高さは素晴らしいものがありました。そし
て、参集殿へと移動し、二会場での祝賀会となりました。 ◆ニコニコボックス
テーマは『感謝の 50 年、未来へつなぐメッセージ』随所に
その気持ちが感じられる素晴らしい祝賀会でした。他クラ ◇吉田 和洋君 『国体一旦お疲れ様でした。朝晩寒くなりま
ブの方に様々なお話をお聞きしながら、おいしいお料理と した。体調管理に気を付けましょう。ラットランドへ行か
お酒を明るい時間にいただき、ふと見ると・・・生バンド れる皆様、お気をつけて楽しんで来て下さい。報告楽しみ
』
演奏中に、目に入った三田くんのダンス姿に、さすがっ！ にしております。
と鹿討幹事と見入ってしまいました。楽しい時間でした。 ◇滝田 吉郎 君 『学生時代の博多の友人の企画で別府、湯
岩沼 RC の皆様おめでとうございます。
布院に行って来ました。何歳になっても学生気分で愉しん
■慶祝
で参り ました 。次 回は花 巻の私 の企画 です 。どう しよ
◇夫人誕生 笹木修子さん(30 日)
◇在籍 8 年 吉田和洋 会長
う・・・。
』

◇佐々木 史昭君『先週 9 日の日曜日、2520 地区青少年長短
期派遣生選抜試験が行われ、選考委員の一員として参加し
て参りました。花巻東高校の鈴木葵奈さんは長期派遣生の
一員で無事合格致しました。これからオリエンテーション。
ついに 1 年間の受入計画などホストクラブの花巻南クラ
ブにもお世話になることと思いますが、ロータリー精神で
優しく受入をお願いします。』
◇慶祝スピーチ
鹿討 康弘君(在籍 4 年)

』
在籍 4 年表彰ありがとうございます。 ◇伊藤 隆規君『仕事の関係で早退させて頂きます。
昨年は佐々木会長の下、会報委員長 ◇笹木 賢治君『昨日開催されましたリトルシニアの東北大
として本当の皆勤を果たし、燃え尽
会で秋田北チームに 3-2 で勝利し、
ベスト 4 入りしました。
きた感もあります(笑)
来年
3
月に大阪で開催されます全国大会出場のキップを手
今年度もなるべく出席を致します
に入れました。 妻の誕生日プレゼントありがとうござい
が、来週ラットランド行きで残念な
ます。』
がら欠席します。
そ れ 以 降 は 吉 田 会 長 を 支 え る べ ◇佐藤 良介君『希望郷岩手国体のハンドボール競技は 10
く、出席だけは必ずするようにした
月 6 日より 5 日間熱戦を繰り広げ、昨日終了致しました。
いと思いますのでよろしくお願い致
連日多くの方々に観戦して頂き、大変盛り上がった大会に
します。

■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
一昨日、第 2520 地区青少
年長期短期派遣生選考委員
会に選考員として参加しま
した。短期はフレキシブル
でハードルは低い感じで
22 人の応募で。最終的には
オクラホマ 10 人、オース
トラリア 7 人なので 5 人し
か落ちませんでした。半数
は岩手の高校生でバランスを重視している感じです。
長期枠は 4 人に対し 10 人、うち岩手県 1 人の応募で最初
に英語の筆記テスト、その後選考委員が 3 人ずつ別れて日
本語と英語で面接をし、その後選考委員で協議する形でし
た。その結果、花巻東高校の鈴木葵奈さんは合格しました。
長期の応募者の英語のレベルはかなり高く、なかなか大変
でしたが、予算の関係で長期の枠が 4 人から 6 人に広げら
れたこと、日本語の面接が良かったことや英語の自己紹介
が落ち着いてできたことが高評価につながりました。直前
に行った花巻東高校での訓練は役に立ったと嬉しく思いま
した。
また、濱守ガバナー公式訪問時に東校で本人に会って貰い、
是非派遣したいとご支援頂いたことも大きかったと思いま
す。私以外の選考委員の方は何年も選考委員をされており、
米山功労者の意見やインターアクトクラブなど普段の活動
での人となりが重視されるということもわかりましたので、
ここにも力を入れる必要があるかも知れません。

◆出席報告/////////
32 人中 13 人の出席
出席率
48.1％

なりました。ご支援、ご協力を頂いた皆様に岩手県ハンド
ボール協会関係者として心から感謝申し上げます。国体も
いよいよ本日の閉会式で閉幕となりますが、天皇杯、皇后
杯も 2 位となり、実りの多い国体だったと思います。』

◆第 3017 例会メニュー

『ローストポーク和風ソース』
◇お知らせ
・10/11 理事会にて(株)ミッシェルの代表取締役社長
高橋宏彰様の入会が承認されました。
・クリスマス例会にアンダーパスさんが出演予定です！

◆今後のプログラム
10/25(火) ラットランド訪問卓話
（立花 徳久君）
11/1 (火) 休会
◆今後のプログラム案
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
前回修正

55.5％

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

