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第 3020 回例会/No.17

2016 年 11 月 8 日

◆例会プログラム
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開会点鐘
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
クラブフォーラム「ロータリー財団月間」
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

◆幹事報告
・11 月ロータリーレート：1 ドル＝102 円
/ガバナー事務所
・クラブ創立 50 周年記念誌の送付について /宮古東ＲＣ
・11/24(木)平成 28 年度「花巻市安全・安全まちづくり大
会」の開催について（ご案内）
花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田 東一
・クラブ創立 50 周年記念式典祝賀会の御礼 /岩沼ＲＣ
・12/18（日）藤﨑三郎助ガバナーエレクト国際協議会
ご出席壮行会ご案内 /ガバナー事務所

◆第 3019（10/25）例会の概要
）例会の概要
■四つのテスト

上田 穣 君

■会長の時間「15 回/46 回」 吉田 和洋 君

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ

ROTARY
SERVING
HUMANITY

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

増えてきているような感じがします。再び動き始めたの
か・・と思ってしまいます。岡山の仕入先へメールを入れ
ましたが、そちらは被害がないようで一安心。余震も続い
てますし、学校が避難所となっていて、子供たちの環境が
心配です。また大きな地震がこないことを祈っております。
被災された方々へお見舞い申し上げます。
先週は、22 日は花巻中学校創立 70 周年式典・記念講演・
祝賀会、23 日はポプラ祭と記念 PTA バザーでした。おか
げさまで、無事実施することができました。
記念事業の実施にあたりましては、皆様からご協賛ご協
力をいただきました。心より感謝を申し上げます。式典は
学校主催で学校体育館で式典等を行う関係で、スリッパや
椅子の数に限りがありまた、控室の確保も難しく、対応を
しきれなくかえって失礼をしてしまいかねないという学校
の事情により、大変失礼とは思いましたが、協賛いただい
た企業様等へは祝賀会へのご案内のみという形になりまし
た。失礼があったかとは思いますが、事情をおくみいただ
きたくお願い申し上げます。
生徒たちは、今は感じないかもしれませんが、大人にな
ったときに思い出してくれれば幸いです。
式典・祝賀会とも上田市長様にもご臨席をいただき、に
ぎやかに開催することができました。
歴代 PTA 会長さん・教振会長さん・同窓会長さんや、
祝賀会ご出席の方々のお名前を改めまして見ましたら、花
巻ロータリークラブの方々が多く活躍されていることを感
じた次第です。
講演は宇佐元恭一さんによる、ミニコンサートで、前段
で生徒会が中心となり、花巻中学校の 70 年の歴史を写真で
振りかえりながら、宮澤賢治さんへ思いをはせ、宇佐元さ
んへ繋ぐという構成で行われました。宇佐元さんのパワフ
ルな歌声とみんなを巻き込むトークで盛り上がりました。
控室で話したら・・・僕 57 歳還暦もうすぐよっていわれ
て二度びっくりでした。祝賀会にも参加していただきまし
たし『雨ニモ負ケズ』も歌っていただきました。そして・・
明日秋田でコンサートということで、秋田へ移動されまし
た。やはり体力がないと続かない仕事・・・ですね。

みなさまこんにちは。めっきり朝晩が寒くなりました。
北海道では雪も降りました。
ラットランドへご訪問されておりました、佐々木直前・
立花エレクト・鹿討幹事さんが帰国されました。今日は、
そのお話をいただきラットランドがアメリカのどこなの
か？どういうところなのか？いろいろお聞きして見識を深
めたいと思います。お話を、後ほどよろしくお願いします。

ここで、残念なお知らせがございます。澤田さんから、
都合により今月で退会させていただきたいとのお話をいた
だきました。一緒に楽しく忙しい時間を過ごしてきました
し、いろいろとご教示をいただきましたので、誠に残念で
しかたがありません。別な形でもいいので、在籍していて
ほしい気持ちでいっぱいです。いままで、ありがとうござ
いました。ゆっくりされて、ぜひまた花巻ロータリークラ
ブへお越しくださいね。

さて、昨年は 11 月の初めに初雪がふったと思いました。
いよいよ秋から冬へと季節が変わっていきます。最近夏が
先週 21 日は鳥取で最大震度 6 弱の地震が発生しました。 長くて秋が短いような気もしますが。朝晩の寒暖差が大き
多くの住宅や施設に被害がでたとの報道もありました。今 く、体調を崩しがちです。かぜをひかないよう体調管理に
年は特に日本列島のあちらこちらで、大きな地震や災害が は十分お気を付けください。

来週 11 月 1 日は休会になります。理事会は 8 日です。

鹿討さん、立花さん、ラットランドのお話、ありがとうご
ざいました。北上和賀 RC 高橋さんのゲスト出席ありがと
うございます。
』

以下、澤田さんからお預かりしたお手紙を読みます。
『花巻ロータリークラブのみなさまへ
◇高橋 豊君 『希望郷岩手大会も無事に終わり素晴らしい
この度、現職を辞任し花巻ガスを退社することとなりま 成績に驚きと共に喜ばしい気持ちです。ハンデに負けず明
した。私にとりまして、思いがけずロータリーとのかかわ るく元気に記録に挑戦する姿に感動を覚えます。我々も見
りを持ち、地元の皆様と仕事だけでは叶わないお付き合い 習って岩手の発展に頑張って行きたいものです。』
をさせて頂きましたことに感謝しております。
◇佐々木 史昭君 『ラットランドはホットスプリングス
皆様のご健勝、そして花巻ロータリークラブの益々のご に勝るとも劣らない素晴らしい所でした。30 年にわたる姉
妹都市交流の歴史を積み上げてきた先人に心から感謝です。
発展を祈念しております。
現地のロータリアンとも友達になれましたので、2 年後の
大変お世話になり、ありがとうございました。』
ラットランドロータリークラブ 100 周年にはお祝いをした
いと思います。
』
◆会員卓話
ラットランド訪問報告

立花

徳久君 / 鹿討

君

康弘君

ラットランド市は別名「Marble
City（大理石の都市）
」と呼ばれる
大理石の名産地でした。
紅葉は日本が世界一だと思ってい
ましたが、ラットランドの燃える
ような紅葉に感動しました。ニュ
ーヨークでは念願だったブロード
ウェイとバードランドのジャズに
酔いしれました。

◇立花

徳久君 『無事にアメリカから帰ってまいりました。
いろいろな経験をさせていただきました。ありがとう御座
居ました。
』

◇伊藤

誠一郎君 『早退致します。笹木賢治さん
ありがとうございます。
』

代理

◇阿部

一郎君 『2 回欠席 申し訳ありませんでした。
10/12～14 東京ビックサイトにおいて、国際福祉機器展に
当社唯一の服薬装置を出展してきました。驚いたのは身障
者の方々が元気よく来場していることでした。また、福祉
機器の進化の早さにも、自社の装置が、ひと昔前のものに
感じられました。本日はラットランドの講話、楽しく聞か
せていただき、立花エレクト、鹿討幹事 ありがとうござ
いました。
』

◇鹿討

康弘君 『ラットランド市は歴史を感じる、とても
良い街でした。私もホームスティしたくなりました。派遣
して下さい。』

◇高橋

嘉信君 ＜北上和賀 RC＞『自クラブ例会欠席が
多くなりました。これからもお世話になります。
』

左上：ラットランド RC のバナー
と T シャツを頂戴しました。2 年
後 100 周年です。右：上田市長と
ラットランド市長。左下：ラット
ランド市内。この通りでのハロウ
ィーンパレードは全米でも有名で
す。右下、ニューヨーク、グラン
ドゼロ。

◆第 3019
メニュー

ビーフカレー

岩手県トラック協会会長とし
て国体に協力しました。
障がい者スポーツ大会の開会
式や大会応援に 500 名の動員
を実施しました。

「突然のスピーチご指名に
も堂々と。
北上和賀 RC 高橋嘉信君」

◆今後のプログラム
◆出席報告/////////
32 人中 12 人の出席
出席率
44.4％
前回修正
55.5％
メーキャップ 10/23（日）RLI ﾊﾟｰﾄⅡ勉強会 上田 穣君

◆ニコニコボックス
◇吉田 和洋君

『22 日（土）無事に花巻中学校 70 周年を
上田市長様はじめ多くの方々にご出席いただきお祝いする
ことができました。皆様のご支援、ご協力に感謝致します。

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）！！
◆今後のプログラム案
11/22(火)
地区大会報告
11/29(火) ゲストスピーチ（菊の会合同夜例会）
12/6 (火) 慶祝者スピーチ
12/13(火) クラブ総会（次年度役員選出）
12/20(火) Xmas 家族会（家族合同夜例会）
12/27(火) 休会

クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治、 副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅 AD：鹿討康弘(今回担当)

