
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

12 月度 RI テーマ「疾病予防と治療月間」 

第 3025 回例会/No.22  2016 年 12 月 13 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． クラブ総会（次年度役員選出） 
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 

 
 
 
・「盛岡いのちの電話広報 110 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 
・2015 年度事業報告書の送金と基金へのご寄付のお願い 

一般財団法人比国育英会バギオ基金  会長 坂本 俊雄 
・次年度地区組織役員・委員の就任依頼 
国際ロータリー第 2520 地区 ガバナーエレクト 藤﨑 三郎助 

 
 
                       

■四つのテスト        三田 望 君  
言行はこれに照らしてから 

一．真実かどうか 
 
一．みんなに公平か 
 
一．好意と友情を 

     深めるか 
 
一．みんなのために 

   なるかどうか 

 

 ■会長の時間「20 回/46 回」 吉田 和洋 君  
 
みなさまこんにちは！ 
ついに 12 月、今年もあと 1

ヶ月を切りました。当初予想
よりは、気温が高めで推移し
ておりますが、いよいよ今週
半ばからは雪マークがでたり、
気温が低めの予報になってお
ります。 

 
インフルエンザも既に 1 ヶ

月も早く流行り始めています。
Xmas 寒波になるのか、ラニ
ーニャ現象がどう影響するの

か、気になるところです。天気予報では明日 6 日は北日
本では日本海側を中心に暴風雪と低温の予報です。いよ
いよ冬本番？になるのでしょうか？ 

 
12 月の国際ロータリー特別月間テーマは 2015 年 10

月に、それまでの『家族月間』から改正され『疾病予防
と治療月間』となっております。 
特別月間は奉仕の重要性を認識し、特に力を入れるた

めに定められたテーマですとあります。 

 
12 月のロータリーの友の記述で気になるページを読 

みました。そのテーマは、『あなたはロータリアンとし 
 
て若すぎる？』というものです。すでにお読みになった
方もいらっしゃるとは思いますが、ご紹介したいと思い
ます。（以下は記事の抜粋です。） 

 
新入会員の皆さま、ロータリークラブに入会する以前、

ロータリーとかロータリークラブと聞いて、どのような
印象をお持ちでしたか？「年配の方々の集まり」と思っ
ていた方も少なくないかもしれません。 
実際に入会してみて、いかがでしょうか？「やっぱり

年配の方々ばかり」と思われた方、「意外に若い人も多
い」と思われた方、それぞれだと思います。 

 
日本のロータリークラブは、海外のクラブに比べて平

均年齢が高く、60 歳を超えるクラブも多いようです。 
また、60 歳を過ぎてから入会される方が多くいらっしゃ
います。もしあなたが 30 代、40 代なら「自分は若すぎ
る」とか「話が合わない」と心配されるかもしれません。 
安心してください。年齢が離れていても心配いりませ

ん。ご所属のクラブに 80 代、90 代という先輩がいらし
たら、「何歳で入会されましたか？」と聞いてみてくだ
さい。ベテランの会員の中には、意外と若くしてロータ
リーに入会された方も多いようです。25 歳とか 30 歳と
いう答えが返ってくるかもしれません。 

 
ロータリーの創設者ポールハリスは1905年36歳の時

に創設。同い年生まれの日本のロータリーの創始者 米
山梅吉は 1920 年 52 歳の時に創立しています。 
ロータリーは多様性を大切にしています。人種・国・

職業・性別はもちろんですが、年齢の多様性も大事な要
因です。先輩会員と世代が違うあなたの感覚や、発想は
クラブの宝です。遠慮せずにどんどん話してみましょう。 

 
もっとも、あなたの意見がすべて通る訳ではありませ

ん。クラブには様々な考えの会員がいらっしゃいます。
クラブごとの事情もあります。様々な角度から見ると、
先輩の意見が正しいこともあります。年配の会員と若い
会員、ベテランの会員と新会員が意見交換、情報交換を
することで、活気あるクラブになっていくと思います。 

  
80 歳が新会員ということも。いくら若くても若すぎる

ということがないのと同じで、いくら歳を取ってから入
会しても、年齢が高すぎるということはありません。 
あなたがロータリアンでなければ、100 歳の友人ができ
ることはないかもしれません。いろいろな年齢の人たち
と親しく付き合えること、それがロータリーの良さの一
つ・・・です。 
（『友』編集長 二神典子 36㌻ようこそRotaryより） 
 
みなさまは、どのように感じましたでしょうか？ 
来週は、立花エレクトによりますクラブ総会『次年度

役員選出』です。 
ご承知の通り、10 月で退会された澤田副会長のポスト

や次年度以降の体制の件も含め、本日この後ご多用のと
ころ、急で大変申し訳ないのですが貴重なお時間をいた
だき、ご都合の付きます歴代会長の皆様にお集まりいた
だき、花巻ロータリークラブの活動充実のため、ご意見
を頂戴したいと思います。 

12 月も会員他の皆さまのご協力をお願いし、会長の時
間を終わります。 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

 
◆ゲストスピーチ 花巻南 RC 藤本 純一君 

花巻南ロータリークラブ 50 周年記念事業実行委員長 

 
 

 

君 

 

◆出席報告 ///// 

■慶祝スピーチは該当者不在のため先送り 
 
■■新新入入会会ババッッチチ授授与与  
新入会の藤田 勝敏君にロータリーバッチと手帳等の
ロータリーセットが吉田会長より授与されました。 
既に例会や地区大会にも一緒に参加している藤田君

ですが、あらためて入会の喜びと抱負が語られました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

こんにちは、先月
11 月 26 日の花巻南
RC50 周年の実行委
員長の藤本です。ホ
ストクラブである
花巻RCの皆様の絶
大なご協力のお蔭
で大成功でした。 
ここに深く御礼申
し上げます。 
 
どのくらい人が集まるか心配でしたが、萩野パストガ

バナーの存在もあって、パストガバナー11 名が来られて
驚きました。塩釜の菅野多利雄(97)国際ロータリー元理
事からも「僕も来るから」と連絡があり、嬉しい反面、
ご高齢でどうおもてなししようかと緊張しましたが、面
識のある来賓の方々はじめ230名超の登録を頂きました。 
  
前の 30、40 周年の記念事業では石像を贈るなど固い

話をしたのですが、今回はそれでは駄目だとメンバーで
相談して花巻南の活動を紹介し、知って貰おうというこ
とで、青少年奉仕の長期、短期、米山の実績を観て頂く
事になりました。 
海外からカナダのラナさんはじめ長期の交換留学生 2

名、米山学友会から東南アジア系の 5 名も出席してくれ
ました。カウンセラーのお宅を訪問したり、最長 5 日間
滞在したり、和やかに楽しい時間を過ごしたようです。 

2520 地区ではあまり実績がないようですが、海外から
来る方対象に旅費等を地区が助成するホームカミング
制度があり、それを活用しました。実際には領収書が必
要なので適用は 2 名に限られましたが、歓送迎に使わせ
て貰いました。 
 担当した伊藤君が柔らか頭で国内・海外もメールで案
内し、出欠連絡を取ってくれたので素早く確認ができま
した。今回は事前にスピーチ原稿を入手し、プログラム
に載せたので 50 周年記念誌のようなものが既にできて
しまいました。皆様にも聞きそびれたりせず、講演内容
の理解を深めて頂けたのではないかと思います。 
 
 花巻 RC の菊の会の方にもいらして頂きましたが、花巻
南クラブにも桜の会という会があります。月一回の食事会
も若い方の参加が課題のようです。今回の 50 周年ではご婦
人方個名で案内を送ったところ、若い桜の会の方も多く参

加して頂き、良いきっかけとなったかと思います。また、
我クラブにバンドマンが 1 人いてあとは助っ人でロータリ
ーバンドを作って格安でチャーターし、懇親会を盛り上が
げて頂きました。 
 
吉田会長のお話にあった年齢ですが、南クラブは平均 65

歳。私も 40 歳でロータリーに入りましたが、入会年齢をお
話すれば年齢は関係なくロータリーの一員・仲間として活
動できると思います。今日はありがとうございました。 

 
 
 

32 人中 13 人の出席 
出席率    48.1％   前回修正   66.6％ 
 
メーキャップ  

11/27(日)  花巻リトルシニア卒団式 
吉田和洋君・鹿討康弘君 

 
11/30(水) 次年度会議 

吉田和洋君・鹿討康弘君・阿部一郎君・滝田吉郎君・  
笹木賢治君・橋川秀治君・立花徳久君 

 
 
 
 

 
◇吉田 和洋 君 『花巻南ロータリークラブ 50 周年実行委
員長藤本さんのご訪問、ありがとうございます。素晴らし
い 50 周年でした。いよいよ 12 月。今年も皆様宜しくお願
いします。藤田さん、入会ありがとうございます。』 

 
◇阿部 一郎 君 『藤本様、本日はスピーチ有難うございま
す。50 周年の裏話、大変参考になりました。これからも益々
のご活躍を願っております。当日は参加させて頂き、楽し
くお酒を頂きました。』 

 
◇藤田 勝敏 君 『12/8 ファイヤーサイドミーティング、自
社の取締役会兼懇親会へ出席する為、欠席となり大変申し
訳ございません。』 

 
◇滝田 吉郎 君 『12 月 5 日より当社瀧田屋塗装店は株式会
社瀧田屋と改称致しました。今後ますます精進して参りま
すので、皆様宜しくお願い致します。妻の誕生日プレゼン
トありがとうございます。』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『赤魚のみぞれ煮』 
 

 
   

12/20(火) Xmas 家族会（家族合同夜例会） 
12/27(火) 年末休会 

1/3(火) 年始休会 
1/10(火) 慶祝・職業奉仕月間に寄せて(職業奉仕委員会) 
1/17(火) ｸﾗﾌﾞ協議会 前期事業報告(職業/社会/国際 etc) 
1/24(火) 市内 3 合同 RC 夜例会・新年会【菊の会合同】    

18:00 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻【花巻 RC 主催】 

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 3012 例会メニュー 

 

 

 
 


