
 
◆平塚 RC60 周年記念式典報告 

友好クラブ委員長  上田 穣 君 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

３月度 RI テーマ「水と衛生月間」 
第 3035 回例会/No.32 2017 年 3 月 7 日 
 
  
１． 開会点鐘 
２． 国歌斉唱 
３． ロータリーソング斉唱  
４． 四つのテスト  
５． 会長の時間 
６． 慶祝 
７． ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度委員選出」/立花エレクト  
８． 幹事および委員会報告 
９． 出席報告  
１０． ニコニコボックス  
１１． 閉会点鐘 

 
 
 
・水と衛生月刊リソースのご案内 出版物一覧表 

[ガバナー事務所] 
 

・花巻友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 8 号の配布 
について    [花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐] 
 
・オクトン新カタログ                    [㈱ オクトン] 
               

 
 
         

         

■四つのテスト 滝田 吉郎 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「30 回/46 回」 吉田 和洋 君  
みなさま、こんにちは！ 
先週は、会員の皆様に於かれまし

ても、大変お忙しい１週間だったか
と思います。花巻ロータリー・ウィ
ークという感じでした。 
お蔭様で、平塚 RC60 周年、イ

ンターシティミーティング花巻と、
有意義な時間を過ごすことができ
ました。皆様にも共感していただけ
たようで、嬉しい限りです。 

後ほど上田友好クラブ委員長、インターシティミーテ
ィング花巻実行委員長より、総合してお話をいただきま
すのでよろしくお願いします。 
 
同じ週、地区ガバナー事務所より打診があり、次年度

の新規米山奨学生の世話クラブとカウンセラーを、花巻
ロータリークラブで、引き受けいただきたいというもの
でした。大学で選考された優秀な学生を、さらに地区選
考においてロータリアンの目で審査し他結果、次年度は
地区で 8 名の米山奨学生を迎えるとのことです。21 日に
届いて、なんと今月中回答期限！ 
米山カウンセラーの仕事としては、ご存知の方も多い

とは思いますが、今一度依頼文の内容をご説明しますと、

奨学生のサポートだけでなく、この奨学事業を多くの会
員にご理解いただくため、奨学生と会員のパイプ役とし
て重要な役割を果たしていただくことになります。 

 
推薦基準としては①奨学生に対する時間を持てる方、 

②奨学生に対する思いやりを持てる方、③異文化への理 
解や国際交流に関心がある方、④カウンセラーの役割を 
楽しめる方のようです。  
 その旨、鹿討幹事や三田副会長、阿部副幹事も交えご相
談しましたところ、阿部副幹事がお引き受けいただけると
いうことになりました。ありがとうございます。 
 
次年度の米山奨学生は、台湾（台湾中部）出身の、岩

手大学工学研究科博士前期過程 デザイン・メディア工
学専攻の方です。3 月下旬に決定したクラブへ奨学会か
ら正式依頼文書が届き、4 月 9 日にカウンセラーのオリ
エンテーションが開催されるとのことです。 
阿部副幹事だけでなく、クラブでお受けすることにな

りますので、皆様の温かいご協力をお願いいたします。 
 
少々気が早いですが、行事がもう少しあるようですの 

で、是非とも予定を入れておいていただきたいので、お
知らせします。 
一つは、インターシティミーティングの時に吉澤ガバ

ナー補佐より打診されたのですが、以前は第 2 分区内で
親善ゴルフコンペを開催しており、ここ数年は忘れ去ら
れていたので、せっかくの機会なので開催しなさいと言
われたので、企画しますとのことでした。 

5 月 14 日(日)に実施し、夜は北上で表彰親睦会をする
ということです。会場はいずれも未定ですが、日程は決
まったようですので皆様ぜひご参加をお願い致します。  

 
引き続き、同月 24 日（水）は、3 ロータリークラブの

親善ゴルフコンペとなります。こちらは北クラブが今年
は幹事で、盛岡南 GC です。表彰式は、夕方から親睦会
も兼ねての開催のようです。 
佐藤会長からは、花巻クラブさん 2 組何とかお願いし

ますね！ってお願いされております。8 名が理想です。
なるべく 8 名に近づけたいと思いますので、皆様こちら
もよろしくお願いします。クラブ対抗戦もあります。 
 
先週の皆様へのご協力に感謝し、ひきつづきの種々ご

協力お願いを申し上げまして、会長の時間を終わります。 
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』 

平塚には 4 年前から毎年行っていま
すが、今回の 60 周年はかなり気合が
入っていて、河野太郎衆議院議員、黒
岩神奈川県知事、県議会議長、平塚市
長と各々本人が出席して、挨拶をさ
れ、横浜 RC の会長もこんなに揃った
のは初めて見たと仰ってました。 
平塚商工会議所の会頭は平塚RCの

直前会長の常盤さんですが、副会頭の
鳥海さん、白石さん、清水さんの 3 名 

 
 

も平塚 RC であり、まさに平塚を代表するクラブです。 
姉妹クラブの台南東 RC から 5 名参加してましたが、友好

クラブ花巻 RC も 8 名と存在感を示せたと思います。 
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◆出席報告 /////  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■報告事項 
 吉田会長より、飯塚正晴君に 3 月下旬転勤の辞令が出て、
花巻RCを退会予定で、例会参加もあと数回との話があり、
皆から惜しむ声が上がりました。後任の支店長は釜石 RC

会員の方で引き続き花巻 RC に転籍予定だそうです。 

 
  
33 人中 11 人の出席  出 席 率   40.7％ 

     前回修正   60.7％ 
メーキャップ 2/23（木）平塚 RC60 周年記念式典   

吉田和洋君 鹿討康弘君 阿部一郎君 橋川秀治君 
稲田典之君 佐々木史昭君 三田 望君 上田 穣

君 
    

◇佐々木 史昭 君 『先週、日曜日、仙台の常盤木学園に
て、オクラホマ訪問前の最終オリエンテーションを行い
ました。みんな緊張感を持った精悍な顔つきになってき
ました。良い報告が出来るよう 3/15～28 まで十分注意
して行って参ります。』 

 
◇吉田 和洋 君『先週は夜例会、平塚 RC60 周年、IM 花
巻とお忙しい所、ご参加ありがとうございました。お蔭
様で楽しく開催することが出来ました。IM での橋川君が
タクトを振る姿が頭の中を駆け巡ります(^o^)／♪ 
皆様ありがとうございました。』 

 
◇鹿討 康弘 君 『先週は、21 日夜例会、23 日平塚 RC60th
記念、26 日国際 RC 第 2520 地区第 2 分区 IM と立て続
けでしたが、菊の会始め皆様方の「あうんのブレス」（阿
吽の呼吸）で無事に終了することが出来ました。特にも
IMは時流を掴んだ講演会と花巻RCのおもてなしが光っ
たパーティーで大盛況だったと思います。』 

 
◇藤田 勝敏 君 『ケーキ頂戴し、大変ありがとうござい
ました。また、日曜日はインターシティミーティング、
大変ご苦労様でした。基調講演を通じて、震災後、大船
渡での 2 年間の勤務を思い出しました。落ち着いたら、
当時交流があった方々を訪問したいと思います。』 

 
◇阿部 一郎 君 『26 日のインターシティミーティング
花巻、大成功裡に終了できたと思います。皆様ご苦労様
でした。また、平塚も初めて訪問させて頂きました。大
変楽しんで来ることが出来ました。』 

 
◇立花 徳久 君 『26 日に行われた IM 花巻は素晴らしい
内容で自分も気づかせて頂いたことが非常に多く、感謝
しております。ありがとう御座います。』 

 
◇橋川 秀治 君 『先週は夜例会、平塚 RC60 周年記念、

IM 花巻と大いに楽しみました。その間、土曜日には会社
のスキーレクレーションで夏油高原にて新雪を堪能し、
お蔭で腰が痛いです！』 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
『白金豚の韮入りハンバーグ』 

 
 

  
3/11-12(土日) 花巻ロータリーカップ 

小学生親善バレーボール大会 花巻市総合体育館 
3/14(火) 花巻 RC 奨学生卒業報告他 笹木大委員長 
3/21(火) NPO 法人 インクルいわて 

3/28(火) PETS(会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ)報告 立花エレクト 
 

クラブ会報委員会    
委員長：橋川秀治（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 

◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

◆第 3034 回 例会メニュー 

 

 

 
 

記念事業も一回ではなく、七夕祭り
やジャパネットの高田会長の講演会
など 8 つを年間で行う方式でした。 
和と洋を交互に出すコース料理に

お酒も多様ですっかり飲みすぎまし
た。2 次会は常盤会頭のビルにあるク
ラブで歓待を受け、3 次会も遅くまで
大いに盛り上がりました。 
以前は昼の例会に出て、あとは自分

たちで周辺で飲んだり、観光したりし 
てたのですが、昨年から夜の交流を始めて、交流が深まっ
て、いいなあと感じています。 
 柳川委員長率いる平塚さんが 5 月に花巻にいらっしゃ
るそうですから、夜も歓迎したいと思います。皆さん楽し
くやりましょう。そうそう、頂いた記念品の『七夕・ダル
マ』は平塚の特産で海の安全を祈願するものだそうです。 
 そして IM ですが、「手に手つないで♪」、橋川君がハシ
で指揮してましたが、花巻 RC でタクト買わないと！(笑) 

IM に来た皆さんから、「良かったね」と言う話を頂きま
したし、吉田会長、鹿討幹事はじめ、みなさん気合が入っ
て、大変よかったです。自分で言うのもなんですが、良い
IM だったと思います。では他の皆さんからも感想を♪ 

平塚は初訪問。県議会議長は 55 歳で
元ベルマーレ平塚の選手。当日は黒岩
知事と県議会に出て駆けつけたそう
です。2 次会もいつもより酔わない
で、無事送り帰そうと気を付けまし
た。会長、幹事が拉致された 3 次会場
に上田さんと行き、0 時半に帰る時に
残った会長は若くて体力あるなと感
じました。平塚は楽しかったです！ 

台湾から姉妹クラブが来られてい
て、花巻 RC にも海外姉妹クラブが
あるといいなと思いました。歴代幹
事表彰、長寿表彰、県動物保護セン
ターへの寄付やチャリティゴルフで
ポリオ撲滅の支援も良かったです。 
また、祝賀会のピアノ・バイオリン
は地区財団奨学生でプロになって演
奏しており、感動しました。私と三
田さんは 2 次会で帰りました。 

平塚では 2 次会のカラオケに賭けて
練習して行きましたが、いきなりトッ
プで YMCA やったら、潮が引くよう
な雰囲気に…(笑)反省です。 
平塚 RC は中国のハンセン病村の支
援など、どうやったのか不思議でした
が、会員の息子さんが NPO でやられ
ていたそうで、そういう繋がりを大事
にするのも良いなあと感じました。 

平塚には初めて。4 つ手前の大船迄は
取引先のニコンさんがあって良く行っ
てます。2 次会のゴージャスさが印象
的でそれ以外は記憶にありません(笑)
嫌がる上田さんを連れて 0 時半に帰り
ましたが、吉田会長は自分の意志で残
ったので、自己責任(笑) 
 相対的貧困と絶対的貧困、知らない
人に知って貰えて、良い IM だったと
思います。吉田会長は幹事のする仕事
までやって、大活躍に感謝です！ 


