
妻の誕生日祝いありがとう
ございます。 先日行ったコ
ンサートで妻の好みの編成が
どんなものかやっと判りまし
た(笑) 舟を漕がせていたの
は自分の選曲ミスでした！  
また、年末に娘が嵐のコン

サートが当たって一緒に行く
そうですが、私には声は掛か
りません(笑)  
まだまだ二人で珍道中を続

けていきます。 
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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． 会員卓話（菊池倫美君） 
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 

 
 
 
「クラブ役員キット」送付のご案内 

国際ガバナーエレクト 藤﨑三郎助 

                       

 

■四つのテスト      阿部 一郎 君 
  
■会長の時間「16 回/46 回」 吉田 和洋 君  

 
みなさまこんにち

は。本日は、副会長で
ありました澤田さん
の後任として、ご入会
いただきます花巻ガ
ス 藤田顧問のご出
席をいただいており
ます。花巻ロータリー
クラブへご入会いた
だきありがとうござ

います。会員一同歓迎申し上げます。後ほどご挨拶をいた
だきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 
5 日は地区大会のプレ行事で、江刺カントリーでの親善

コンペに鹿討幹事と参加してきました。鹿討幹事は風邪気
味を押しての参加で、朝方まで冷たい雨が降っていたので
心配しましたが、江刺についたころには晴れ上がり、比較
的暖かい中でプレイすることができました。 
石巻東 RC の菅原さんと 3 人でまわりました。ガバナー補
佐も経験されて方で、すでに仕事はリタイヤしているとの
ことでしたが、現在は地区委員長もされており、ゴルフを
しながらロータリークラブのことや仕事のこと、楽しみの
ことをいろいろと教えていただきました。世界大会には 13
回連続でいかれているそうです。スコア・順位はさておき、
あ！鹿討幹事は飛び賞ゲットでしたが・・・楽しく有意義
な時間を過ごすことができました。一つわかったのは、親
善コンペは会長・幹事だけが対象ではないということでし
た。団体戦（3 名以上参加が必要）もあります。 
 
11 月に入り、季節は冬へと移っていきます。岩手山は白

くなり、スキー場もくっきりとわかるようになってきまし
た。北海道は吹雪、青森でも降雪とか。岩手でも峠では朝
晩は、凍結路面しているところもあるようです。明日は雪
の予報も。 
 さて、気象で気になったのは、気象庁が 9 月に『ラニー
ニャ現象』についての発表をしたことです。ラニーニャ現
象はご承知の通り、太平洋の中部から東部赤道付近の海面
水温が基準より低い現象です。2010 年夏から 11 年春の間

に発生して以来 5 年ぶりとか。今後、冬にかけてラニーニ
ャ現象が続く可能性が高い予想で、これが続くと日本の気
温が低くなる傾向があるそうです。前回発生した際は、12
月の終わりから翌 1 月末にかけて日本海側の広い範囲で大
雪になり全国的に気温が低かったという記録があります。 
ラニーニャ現象は異常気象を起こす原因になるという説

もあります。確かに 9 月末には、岩手県に台風 10 号が初め
て上陸し、甚大な被害を及ぼしてしまったのも、これの影
響でしょうか。 
そういえば、2011 年震災のあった年の 3 月も気温が低か

ったと思いました。 
冬は適当に寒く、雪は適度には降ったほうがいいと思い

ますが、凍雪害にならないことを願います。 
  
 今月はロータリー財団月刊です。財団は 100 周年を迎え、
記念行事等も計画されているようです。 
本日は、慶祝、クラブフォーラム「Ｒ財団月間に因み」と
なります。担当は財団委員長の伊藤隆規くんからの情報提
供になります。よろしくお願いいたします。 
 

20 日の地区大会は、南クラブさんがバスの運行幹事です。
私たちは 19 日の会長幹事会・RI 会長代理歓迎晩さん会か
ら参加してきます。地区大会の大懇親会は、大船渡の海の
幸でいっぱいだそうです。こちらも楽しみです。 
 なにかと行事や事業が多い 11 月ですが、今月もよろしく
お願いいたしまして、会長の時間を終わります。 
 
 
 
◆夫人誕生:立花真紀子さん（24 日）阿部秀子さん（30 日） 
◆年バッチ:立花徳久君（6 年） 
◆結婚記念:橋川秀治君（2 日）、吉田和洋君（4 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
私は当クラブ入会 4 年ですが、正直、ロータリー財団に
ついて自分のものとして考えたことはありませんでした。 
 活動計画記載の「マルチプルフェロー」はじめ「ポール
ハリスフェロー」「同・準フェロー」「米山功労者」の名簿
を拝見しますと会長経験者等それなりの方で埋められてお
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◆クラブフォーラム 『ロータリー財団月間に因み』 

ロータリー財団委員会 委員長 伊藤 隆規 君 
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◆11 月度慶祝 
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◆出席報告///////// 
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◆今後のプログラム案 

花巻ガスの藤田です。10 月から花
巻ガスに入社しました。その前は岩
手銀行一関支店にいました。 
高校まで花巻に居ましたが、東京

に出てその後、あちこち転勤し、平
成 16 年あたりに合併前の東和町の
土沢にいたんですが、その後も色ん
な所に行って花巻にはしばらくぶ
りに帰って来たのでさっぱり花巻
の事は分かりませんので、皆さんか
ら指導を受けながら一緒に頑張っ
て行きたいと思います。 

11/6 に地区青少年奉仕委員会で長期
5 名、短期 18 名の派遣生の第一回の
研修会が行われ、一昨年行った 4 人
（仏，台、米、加）のプレゼンを聞き
ました。1 年行くと大いに変わって来
ることを目の当たりにして、花巻東の
子も来年 8 月から行って翌々年の 11
月に発表するのかと思うと感慨深か
ったです。また、短期派遣生の通訳の
方が行けなくなり、私に依頼が来たの
で何とか行こうと思います。 

り、新米の出る幕はないのかなと
思っていましたが、今年度ロータ
リー財団の担当となり、自分の勉
強としてネットで調べました。 
 
公益財団法人「ロータリー日本

財団」の目的はロータリー奉仕の
理念に基づき人々の健康状態の改
善、教育への支援、貧困の救済そ
して世界平和の達成とあります。 
 1917 年「世界でよいことをする
ために」基金を創設当時の国際ロ

ータリー会長アーチ・クランフは「私たちは自分のためだ
けに生きるべきではありません。」「誰かのために“よいこ
と”をする喜びのために生きるべきです。」と言っています。 
  
ロータリー財団では寄付を財源にグローバル補助金として
提供し、6つの重点分野を掲げて支援活動を行っています。 
1）「平和を推進する」 

紛争等で 6500 万人が難民となる現在、平和推進の人財
を育成する為、年間 100 名の奨学金を提供しています。 

2）「疾病と闘う」 
    発展途上国では医療費で 1 億人超が貧困に陥っている。

感染症の知識を広め、予防・治療を支援しています 
 3）「きれいな水をもたらす」 
  汚染された水で命を落とす子供たちは毎日 3000 人。 
  長期的な水の確保と衛生施設の維持を支援しています。 
 4）「母子を助ける」 
  700 万人超の幼子が栄養失調、不衛生で死亡。予防接
種等や産婦人科、小児科の人財育成を支援しています。 

5）「教育を支援する」 
  6700 万人の子供たちが教育を受けられず、7 億人以上
が読み書き出来ない現状を改善する支援をしています。 

6）「世界経済を発展させる」 
  仕事しても 125 円未満/日で暮らす 14 億の人の為に地
域経済を発展させ、十分な対価を得る支援をしています。 

 
寄付の種類は RC の取組を支える年次基金とポリオプラ

ス基金が基幹で重点目標の達成に使われています。 
2016-17 年度は財団 100 周年の年度、その記念の特別寄

付の目標 300 億円に対し、募金額は現在 46 億円です。 
米山記念奨学会の地区別の 2520 地区の寄付額の低さや

寄付の多い花巻南クラブはインターアクト活動や米山奨学
生支援も出来ていることを考えると財団活動をしていく必
要性も感じますが、どうあれば良いか先輩の皆様と相談し
ながら方向性を見出したいと思います。（詳細は資料にて） 

 
 

 
 

32 人中 14 人の出席 
出席率    53.8％   前回修正   53.8％ 
 
メーキャップ 10/27（木）花巻南例会 伊藤隆規君 
11/5（土）地区大会親睦記念ゴルフ大会  

吉田和洋君・鹿討康弘君 
11/6（日）ロータリー青少年交換オリエンテーション 
                   佐々木史昭君 

 
 
 

◇吉田 和洋君 『藤田さん、花巻 RC へお越し頂き、有難
うございます。一緒に活動して参りましょう。土曜日は地
区大会コンペに鹿討幹事と出場して来ました。楽しい一日
でした。結婚祝いケーキ頂きました。25 年になります。』 

 
◇鹿討 康弘君 『地区大会親善ゴルフに参加して参りまし
た。99 点、45 位でした。性格はねじれ曲がっていますが、
打球は真っ直ぐ！！ 
吉田会長、第 2520 地区国際奉仕委員長 石巻東 RC 菅原

さんと楽しい 1 日を過ごさせて頂きました。』 
 
◇佐々木 史昭君 『今日、11 月 8 日は鉄や火の業界では
“ふいごまつり”という“安全祈願”並びに“商売繁盛”
を祝う神事を行う日です。当社も午後、工場にお札を置い
て安全祈願をする予定にしています。神武天皇の時代から
2000 年以上も続く伝統行事です。』 

 
◇立花 徳久君 『妻の誕生祝い、ありがとうございます。
ついでに私の 6 年バッチありがとうございます。』 

 
◇阿部 一郎君 『妻、誕生日祝い、有難うございました。
同級生ですので、いい年になりました。これからも仲良く
暮らしていきたいと思います。』 

 
◇橋川 秀治君 『結婚記念日のケーキ有難うございました。 

20 周年記念で北海道旅行をしてきました。』 
 

 
 
 

「間八(カンパチ)カマ塩焼き」 

ようこそ！花巻 RCへ！ 

 

 
 

※11/20(日) 第 2520 地区『地区大会』（大船渡）！！ 
11/22(火) 地区大会報告 
（11/26（土）花巻南 RC 創立 50 周年式典） 

11/29(火) 米山奨学生スピーチ（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(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 3020 例会メニュー 

◆委員会報告  佐々木 史昭 君 


