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2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ
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SERVING
HUMANITY

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

内の除雪をすることもなく、
落ち着いた新年でした。

◆例会プログラム

当社では、1 月の仕事始めの
2
日間を中間の棚卸としてお
１． 開会点鐘
ります。半期で在庫量を確認
２． ロータリーソング斉唱
し社内を一旦きれいにして年
３． 四つのテスト
度末や 6 月本決算に備えるた
４． 会長の時間
めに実施しております。気候
５． クラブ協議会 前期事業報告
（職業奉仕/社会奉仕/国際奉仕/青少年奉仕）
が良くおかげさまで、はかど
６． 幹事および委員会報告
りました。
７． 出席報告
ただ、雪不足や暖冬で困る
８． ニコニコボックス
業種もあります。除雪もそう
９． 閉会点鐘
ですが、鉛温泉スキー場がオープンできていないようなの
で、小学校のスキー教室も 13 日は開催できそうもないよう
◆幹事報告
です。子供たちはせっかくの練習の機会なので、残念です。
・2016 年度下期普通寄付金のお願い
花小では、1 月末に 2 回目があるのですが、それ迄に雪が
(公財)ロータリー米山記念奨学会 積もるのか？。
2 月の小岩井の雪祭りもどうなんでしょう。
・4/2(日)RLI 研究会パートⅢへのご案内
豪雪地帯のはずの横手市の横浜でのイベント『出前かま
RI 第 2520 地区ガバナー 濱守 豊秋
くら』も、2008 年以来久々に夏油スキー場から雪を運んだ
・1/31(火)伊勢志摩サミット｢おもてなし外交｣の舞台裏を
とか・・このままだとこちらも 2 月のかまくら祭りに影響
外交官が語る ～食の魅力発信を地域から～
しそうということです。
（平年 44 ㎝/今季 20 ㎝程度）いつ
岩手県県南広域振興局
もあるものが無いと、やはり多方面に支障がでてきます。
・RI 人頭分担金のお願い
国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室
でも今日 10 日は旧暦で 12 月 13 日。まだ冬前です。近年、
・2/12(日)2017-18 年度地区研修セミナーのご案内
RI 第 2520 地区 ガバナーエレクト 藤﨑 三郎助 季節は旧暦のほうが合ってきているような感じもします。
・2017-18 次年度地区組織役員・委員の就任依頼
1 月の予定ですが、今月は職業奉仕月間ですので本日は
RI 第 2520 地区 ガバナーエレクト 藤﨑 三郎助
この後三田大委員長に、講和をしていただきます。来週は、
半期事業報告、24 日は市内 3 ロータリークラブ合同新年例
◆第 3027 (1/10）例会の概要
会となり夜例会です。今年は当クラブが幹事です。会員・
）例会の概要
■四つのテスト
谷村 繁 君
菊の会とも、ご参加宜しくお願い致します。
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
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また、2 月 26 日のインターシティミーティング花巻に向
け、上田実行委員長のもと、準備を進めてまいりますので、
こちらへのご協力もお願いいたします。
昨日は、花巻青年会議所の新年賀詞交歓会に出席してき
ました。今年はシニア席ではなく、RC 会長として来賓席に
座らせていただきました。こちらは新年度１月スタート。
60 周年事業もあるとのことで、箱崎理事長始め花巻 JC さ
んのご活躍をご祈念します。

,

お乾
願杯
いの
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■会長の時間「24 回/46 回」

吉田

また、31 日は国際奉仕として、空港ターミナルビルに花
巻ロータリークラブとしての、感謝と歓迎スタンドサイン
の設置を、空港ターミナルビル中田社長様ほかの立会いの
下、実施させていただきます。例会前の午前 10 時 30 分に
現地で行いますので、ご都合のよろしい方は是非、ご出席
いただければ幸いです。空港活性化に少しでも寄与できれ
ばと思っております。その後の例会は、ゲストスピーチ職
業奉仕委員会の担当での実施となります。中田社長様の講
話は 5 月に予定しております。

和洋 君

みなさま あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、穏やかな新年をお迎えにな
られたことと思います。雪もなく、暖かく、水道凍結等で
業者さんに呼び出されることも、仕事始めに向け会社の場

おかげさまで会長職、折り返しとなりましたが、なぜか
後半のほうがやることが多い半年となりそうです。(笑)最後
まで気が抜けません。
引き続き会員・菊の会の皆様のご協力をお願いいたしま
して、今年初めての会長の時間を終わります。
みなさま、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

■ご挨拶

北上和賀 RC

髙橋 嘉信 君

も吉田会長にご指導を賜りながら頑張ります。今年から

岩手県トラック協会の会長を務め 3 年日記始めました。とりあえず 9 日間継続しています。
ており、例会参加が難しくメーキャ ◇立花 徳久 君『新年明けましておめでとうございます。
ップしました。協会では第一当事者 今年は新年から家族、親族、集まり、にぎやかに過ごし
での死亡事故を無くそうと取組み、 ました。
』
お蔭様で 1 万 2 千台のトラックがゼ
ロを実現できています。課題は長時 ◇上田 穣 君『新しい年にあたり、会員の皆様のご健勝
間労働。一般社会の目線で取組む必 を心よりご祈念申し上げます。今年も相変わらず温泉巡
要があります。夏油高原スキー場は りを企画していますが、そろそろ秘湯はやめにしようか
』
人手不足をネットで台湾の若者を呼 と思い始めました。年のせいか寒さがこたえて・・・。
んで仕事＆スキーを楽しませ、補っ ◇高橋 豊 君『あけましておめでとうございます。今年
てるそうですが、何か考えたいです。また、岩手雪運では は 60 代最後の年になりますが、健康と安全に留意して
通関士の資格を取らせ、花巻空港や海外船が春に就航する ボチボチ頑張りたいと思います。皆様のご多幸とご健勝
釜石港を活用し、岩手県の輸出入の仕事を手掛けて行こう をお祈り致します。追伸、クリスマス会は私は欠席でし
としています。皆様今年もよろしくお願い申し上げます。
たが、家族がお世話になりました。孫 2 人は大喜びでし

■慶祝

た。感謝申し上げます。
』

◇会員誕生(1 月 28 日) ◇年バッチ(15 年) ◇稲田 典之 君『明けましておめでとうございます。皆
様には輝かしい新年をお迎えのことと存じます。本年も
佐藤 良介君
滝田 吉郎君
宜しくお願い致します。
』

実もすに もの四
行創。気 九一年
委立今を 〇〇後
員七年付 周〇の
会〇のけ 年周七
立周花な 、年〇
上年巻が そ、歳
げ記商ら れ花の
ま念工頑 ま巻時
す行会張 で北は
。事議り 健高会
も所ま 康校社

◇滝田 吉郎 君『新年あけましておめでとうございます。
年バッチありがとうございます。』
◇佐藤 良介 君『明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。誕生祝ありがとうございま
した。1 月 28 日で 66 歳になります。また、会社の創立
記念日は大正 10 年 1 月 18 日ですので創立 96 周年にな
ります。環境は厳しくなっておりますが、健康に留意し
て一年一年地道に着実に歩んで行きたいと思います。

◆職業奉仕月間に因み
職業奉仕委員長

◇谷村 繁 君

三田 望 君

ロータリークラブの原点は職業奉仕。 ◇佐々木 史昭 君『2017 年も花巻ロータリークラブが
』
発 足 時 は 職 業 を 中 心 と し た 活 動 で 、 益々発展致します様、初ボックスさせて頂きます。
1905 年の発足から 7 年間は同業者を入 ◇飯塚 正晴 君『新年、明けましておめでとうございま
れず、クラブの会員から取引をする義務 す。本日は新年早々遅刻してしまい大変ご迷惑をおかけ
が明記されており、それを管理監督する
君
し、申し訳ありません。
』
統計係という役員が置かれていました。
1910 年の世界大会で社会を良くする
◆第 3027 例会メニュー
クラブとなること、その 20 年後 1930
年に四つのテストが採択されました。
ロータリアンの３大義務。例会への出
席は前後 14 日の間に他クラブの例会等に出席することで
メーキャップ（補填）できます。半期のクラブ出席率 30％、
メーキャップを入れても 50％に達してない者は会員身分
が終結することがあります。花巻 RC の出席率は 50％程度
で地区で最悪。出席義務を果たし、花巻 RC の活動を活発
化しましょう。2 つめは会費の納入、3 つ目は RC 雑誌の購
読です。これら義務を果たすことがロータリアンたらしめ
『カンパチカマ塩焼き』
るものです。慶祝時のニコニコ Box や大会の出席も重要で
す。
（ほかにも大事な「いろは」あり、誌面の都合で割愛）
◆今後のプログラム

◆出席報告

/////

32 人中 17 人の出席
前回修正
68.9％

出席率
58.6％
メーキャップ
1/4（水） 花巻南 RC 新年例会

浅沼 幸二君

◆ニコニコボックス
◇三田 望 君『明けましておめでとうございます。新年
早々、職業奉仕月間ということで卓話をさせて戴きまし
た。新しい年が皆様にとって幸多き年になりますように。
◇吉田 和洋 君『折り返しとなりました。本年もよろし
くお願い致します。
』
◇鹿討 康弘 君『あけましておめでとうございます。本年

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】
◆今後のプログラム案
1/31(火) 10:30 花巻空港感謝と歓迎スタンドサイン設置
12:30 例会 ゲストスピーチ（職業奉仕委員会）
2/ 7 (火) 慶祝、クラブフォーラム｢RI 創立記念日に因み｣
2/14(火) ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ花巻に向けて 上田実行委員長
2/21(火) ゲストスピーチ 林風舎 宮澤社長
2/23(木) 17:00 平塚 RC 創立 60 周年 友好ｸﾗﾌﾞ委員会
2/26(日) ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ花巻 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻

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

