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1 月度ＲＩテーマ「職業奉仕月間」
第 3030 回例会/No.27
2017 年 1 月 31 日
（10:30～:花巻空港歓迎スタンドサイン設置式）

◆合同例会プログラム
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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
ゲストスピーチ ㈱サンガ施設長 福岡 美津江 様
｢その人に寄り添うケア｣ (職業奉仕委員会)
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
・2016-17 年度 表彰推薦についてのお願い
国際ロータリー第 2520 地区
ガバナー濱守 豊秋
・花巻青年会議所 2017 年度賀詞交歓会御礼
(公財)花巻青年会議所 第 61 代理事長
箱崎 陽介
・2017 年 2 月以降の商品貼付ロゴについてのご連絡
㈱オクトン
・2 月のロタリーレート 1 ドル＝116 円 ガバナー事務所
・暴力団追放広報誌「暴追いわて」の送付について
花巻防犯協会 会長 花巻市長 上田東一

◆第 3029 (1/24)3RC 合同例会
･新年会の概要 in ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻
■四つのテスト 立花 徳久 君
言行はこれに照らしてから
⇗ 司会の
伊藤 誠一郎君
⇒

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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■会長の時間「25 回/46 回」
吉田 和洋 君
みなさま、新年あけましておめ
でとうございます。恒例となって
おります、市内 3 ロータリークラ
ブ合同の新年例会を、今年度は花
巻ロータリークラブが幹事クラ
ブとして開催させていただきま
した。
本日は、大変ご多用とは思いま
したが、ガバナー事務所を通じご
案内申し上げましたところ、濱守
豊秋ガバナーにご出席をいただいております。寒い中また
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

お足元悪い中、本当にありがとうございます。
また、花巻南ロータリークラブ嶋くんがカウンセラーを
しております、米山奨学生のダワードルジ・ボルドバヤル
君にも出席していただいております。11 月 29 日には、当
クラブの菊の会との合同夜例会において、ゲストスピーチ
でモンゴルのお話をしていただき、引き続きの親睦会で交
流を深めました。
さて、おかげさまで花巻南 RC 清水会長・照井幹事、花
巻北 RC 佐藤会長・佐藤幹事、そして私と鹿討幹事と、
2016-17 年度の各ロータリークラブ会長・幹事として、会
員の皆様のご協力をいただき、ロータリーの理念のもと、
各ロータリークラブの特色を生かした、奉仕活動に取り組
み、半年を過ぎ折り返すことができました。
特にも昨年は、花巻北ロータリークラブさんの少年野球
大会 30 周年や、花巻南ロータリークラブさんの 50 周年と
おめでたい行事もございました。当クラブでも、県立花巻
北高校とホットスプリング市の ASMSA 高との姉妹校提携
調印への一助となることができました。
市内 3 ロータリークラブとしての合同行事は、この新年
合同例会と春の合同ゴルフコンペですが、その他地区大会
や地区協議会へのバス移動を合同で行い、その運営幹事を
持ち回りで行い、親睦を深めております。
今年は激動の年？アメリカではトランプ新大統領が誕生
しましたが、その数日前の新聞記事に、イギリスフィナン
シャルタイムスのコラムの和訳が掲載されていました。そ
の一文に、
『世界で最も権限を持つ政治家が、自分の発言が
真実かどうかにほとんど関心を持っていないことが、どん
な影響をもたらすは知る由もない。わかっていることは、
世界が危険になり、我々はそこで生きていかなければなら
ないと言うことだけだ』とありました。
ますます、先ほど唱和したロータリーの『四つのテスト』
言行はこれに照らしてから。真実かどうか・みんなに公平
か・好意と友情を深めるか・みんなの為になるかどうかが、
ますます重要になってくるそんな気がしました。
今年は、阪神淡路大震災から 22 年がたち、甚大な被害
を出した東日本大震災津波からも間もなく 6 年を迎え、台
風 10 号被害からも 5 ｹ月がたちます。
今年度の地区大会は 11 月に濱守ガバナーのお膝元、大船
渡で開催され沢山のおもてなしをしていただきました。あ
りがとうございました。まだまだ復興途中の被災地の皆様
が一日も早く、生業・生活の復幸がなされますようご祈念
申し上げます。
最後になりますが、2 月 26 日にはインターシティミーテ
ィング花巻、当クラブが運営主体となり、ここグランシェ
ールさんで開催となります。現在、上田実行委員長のもと、
準備を進めております。南クラブ・北クラブの皆様にもコ・
ホストクラブとして運営へのご協力をお願いさせていただ
いておりますので、よろしくお願いします。
本日のしつらえにつきまして、不行き届きの部分もあろ
うかと思いますが、ロータリーの友情の免じて寛大なご理
解をいただければ幸いです。
各ロータリークラブの益々のご活躍はもとより、会員の
皆様、ご参会の皆様、第 2520 地区と濱守ガバナーのご健
勝・ご健康をご祈念申し上げ、合同例会における幹事クラ
ブ会長の時間を終わります。
本日は、最後までよろしくお願いいたします。

■御来賓ご祝辞 第 2520 地区ガバナー 濱守 豊秋 君 ■乾杯
新年明けましておめでとうござい
ます。花巻 3 クラブ合同新年例会の
ような例は珍しく、楽しい地域だな
と感心しています。また、公式訪問、
地区大会等、半年間の皆様のご協力
に心より感謝申し上げます。
先日、名古屋のロータリー研究会
で大震災を経験しながら何故会員数
が増えてるのか聞かれました。花巻
も新入会員が増えているようです。
今年は地区協議会で各表彰を行い
ますのでガバナー
賞への挑戦を！
実は仙台のガバ
ナー補佐の葬儀が
明日あります。地震
などいつどこでど
んな危機が起こる
か分からない時代。
皆様、どうぞ健康に
留意され、お元気に
ご活躍下さい。

花巻南 RC 会長
清水 善一 君

今年、
私は年男
で 72 歳にな
りました。皆様
の ご協力 を得
て、この 3 ロ
ータリーを
益 々良く した
いと思いま
す！乾杯！

新年会の司会は 佐藤 誠吾君

↙各ＲＣ新入会員の状況報告
ＩＭのＰＲ
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会
をする上田
を PR する南 RC
↓実行委員長 ↓照井幹事

濱守ガバナー並びに米山奨学生ボルドバヤル君に記念品を贈呈。

◆出席報告

皆様、翼君を呼ん
であげて下さい

/////

33 人中 17 人の出席
出席率
62.9％
前回修正 70.3％
メーキャップ なし

紫波町在住の津軽三味線奏者 藤原 翼 君
何とお花が多数出るほど盛り上がりました！
花巻南ＲＣ
上関泰司君

花巻北ＲＣ
瀬川忠昭君

花巻ＲＣ
阿部一郎君

※菊の会の皆様の出席のお祝儀修正出席率 100％との
目出度い発表が阿部一郎君からありました(笑)

■新年親睦会開会の辞
花巻北 RC 会長

佐藤克也君

■幹事会長挨拶
花巻 RC 会長

今年の干支の
酉は仲の悪い
サルとイヌの
仲をトリモツ
存在。今年も
IM や合同ゴル
フコンペなど
仲良く協力し
て参りたい。

吉田和洋君

■中締め
■お開き
花巻南 RC 花巻 RC
鎌田副会長 佐々木史昭君

◆ニコニコボックス
◇吉田 和洋 君『多くの皆様に御出席いただき、感謝で
す。濱守ガバナーありがとうございます。今年もよろし
くお願い致します。
』
◇佐々木 史昭 君『花巻３RC の 2017 年の益々の繁栄、
ひとりひとりのロータリアンの更なるご活躍を心より
お祈り申し上げます。
』

◆今後のプログラム
今日は３クラ
ブと花巻ＲＣ
は菊の会さん
も参加され、合
計 70 名です。
途中のアトラ
クションもお
楽しみに！

2/ 7 (火) 理事会･慶祝･クラブフォーラム
｢RI 創立記念日に因み｣ 安藤 武彦 君の時間
◆今後のプログラム案
2/14(火) RI 第 2 分区 IM に向けて/実行委員長 上田 穣 君
2/21(火) 菊の会合同夜例会 ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 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
2/28(火) 平塚 RC60 周年報告/友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上田穣 君

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

