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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
PETS 報告
立花エレクト
幹事および委員会報告
出席報告
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◆幹事報告
・ 「ロータリーの友」 委員会より情報提供のお願い
[2016-17 年度第 2520 地区 月信担当幹事 熊谷 雅也]
・ 「盛岡いのちの電話広報 111 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]
・ 「こども食堂」ご寄付の御礼
［特定非営利活動法人インクルいわて 理事長 山屋 理恵］
・ 4/7(金)平成 29 年度入学式について（ご案内）
[花巻南高等学校 校長 遠藤 可奈子]
・ 4/15(土)平成 29 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力
会 定期総会の開催について（ご案内）
[花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼 弘文]
・ 6/17(土)種市ロータリークラブ創立 50 周年記念式典の
ご案内
[種市ロータリークラブ 会長 東井 千明]

◆第 3037 (3/21)例会の概要
）例会の概要
■四つのテスト
阿部一郎 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「32 回/46 回」

吉田

和洋 君

みなさんこんにちは！
先週は、わたくしが PTA 会長を仰せつかっております、
花巻中学校の第 70 回卒業式で例会をお休みさせていただ
きました。三田副会長ありがとうございました。
卒業式では照井教育委員長様はじめ、同窓会・教振・駅
前交番・地区・地域の方々など、ご来賓 90 名近くのご臨席
をいただきました。同窓会長は上田さん、教振役員は滝田
さん・稲田さん、評議員は阿部さん、ほかに立花さんと当
クラブの方々が、学校を見守っていただく要職についてい
らっしゃいます。少し緊張しましたが、おかげさまで無事
務めを果たすことができ、生徒 157 名が、1 人も欠けるこ
となく巣立っていきました。厳粛で感動のある卒業式にな
りました。ご多用のところ、ご臨席いただきありがとうご
ざいました。

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ

ROTARY
SERVING
HUMANITY

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

その夜は、先生方への感謝の意を込めて、祝う会をグラ
ンシェールで 120 名の出席で行うことができました。少し
ハプニングはありましたが、感動的な祝う会でした。その
後 2 次会へ・・。お陰さまで、立花さんもですが、通算す
ると・・長かった義務教育生活を卒業することができまし
た。春からは、それぞれの高校で頑張ってほしいものです。
次の日は、最後の PTA 常任委員会でした。終了後、役員
より吉田会長の慰労会やってなかったから言われ、終了後
双葉町へ・・。昨日もだったのに、校長先生・副校長先生
も参加し、楽しい時間を過ごしました。結局、卒業式前日
の会計監査会と卒業式、常任委員会と 3 日間学校へ行き、2
日間校長先生も交え飲み会という濃い時間になりました。
ありがたいことです。
今週は・・・一昨日、先生方の異動が発表になりました
ので、23 日に離任式があり、教職員送別会となります。同
窓会からは、これまた滝田副会長さんにご出席いただける
ことになっております。70 周年も終わったため、退職者を
含め重鎮の先生方が異動になりました。校長先生が退職、
副校長先生が校長になり転出、学年長も副校長で転出、教
諭が沿岸教育事務所や盛岡へと移動になります。子供たち
をご教示いただいたことに感謝し、新しい職場でもご活躍
されますことをご祈念する次第です。次は、4 月入学式そ
して PTA 総会。義務教育 PTA やっと GOAL が見えてきま
した。
前の日 22 日は、飯塚君の送別会を兼ねた親睦委員会送別
会が開催されます。いままでの活動に感謝し、新任地宮古
でも健康にご留意され、ご活躍をご祈念申し上げます。浜
っ子に飲まれないように、海の幸を楽しみながら頑張って
ください。22 日盛り上がりましょう！
本日は、ゲストに先月のインターシティミーティング花
巻でご講演いただいた、インクルいわての山屋理事長にお
いで頂いております。また、メーキャップとして北上西 RC
所属吉澤ガバナー補佐もいらっしゃっておりますので、こ
のあとお話をいただき、上田実行委員長、吉澤ガバナー補
佐とともに、国際ロータリー第 2520 地区からの IM 資金と
第 2 分区の皆さまの IM 花巻会費の中から出させていただい
たお金を、インクルいわてさんの活動の一助なればと、支

援金として贈呈させていただきたいと思います。
このような活動が各地に広がっていき、共生社会が着実
に実現することを、ご祈念いたします。
ロータリー活動も終盤に差し掛かり、やまを超えたか
な・・・なんて思っていましたら、先週飛び込んできたの
が、現在佐々木史昭くんが短期交換引率でオクラホマへ行
っておりますが、6 月下旬に今度は、オクラホマから引率
含め 12 名来日するということで、6 月 20 日～22 日まで、
第 2 分区花北地区で受け入れをお願いします・・という連
絡が入りました。6 月 20 日は年間 PG では最終夜例会の予
定になっております。受入に向け、吉澤ガバナー補佐と打
ち合わせしながら、進めて参りたいと思いますが、皆様の
ご協力をお願いいたします。そのほか、5 月はガバナー補
佐主催の第 2 分区の親善コンペと市内３RC の親善コンペ、
平塚 RC さんが 5 月 or6 月来訪になる予定もあります。そ
の際親善ゴルフコンペの話もでておりました。まだまだ気
が抜けません。
引き続きのご協力をお願い申し上げまして、会長の時間
を終わります。

■支援金贈呈と謝辞
◇上田 IM 実行委員長

ってきているところは、なかなかありません。先日大手の企業さ
んから「被災者支援」ということで寄付金を頂戴いたしましたが、
子どもの貧困は被災者だけではありませんしし、子どもの問題だ
けでもありません。実は地域の問題なんです。そのような共生社
会という概念を持った取り組みこそが必要なんです。誰もが自分
の問題として捉え、
「子ども食堂」という名前を借りた『地域づく
り』の輪をこれからも拡げていきたいと思っておりますし、ロー
タリークラブ様のお力添えもこれからも頂きたいと思っています。
このような機会をもらえる福祉や企業様と絆を持てる NPO は
少ないのですが、これが『盛岡（岩手）モデル』となり、これが
実は花巻から発信されたことだと拡がっていくことが恩返しにな
るのかなぁと思っています。
頂いたご厚意は絶対無駄には致しませんし、必ず何倍にも広が
って、いつかこの花巻でも活動ができる日がくればいいと願って
います。子供の活動ではありますが、全ての皆様一人一人の活動
でもあります。
「優しい社会」を作る事は、実はこれから子どもが増えていく
ことでもありますし、
（ひとり親世帯やお年寄りも含めた）誰もが
「生きやすい社会」につながることでもあります。どうかこれか
らも薄くても構わないので長く応援して頂いて、
『岩手モデル』と
なれるように皆様忘れないで下さい。インクルいわては盛岡に事
務所がありますが、県内全部にこのような場所ができないといけ
ないと思っています。
復興を目指すには県全体が幸せにならなければいけない、花巻
が生んだ詩人・宮澤賢治の「世界全体が幸福にならないうちは、
個人の幸福はあり得ない」と言う言葉の通りだと思っていますの
で、どうかこれからも応援して頂けたらと思います。本日は本当
にありがとうございました。

IM の事業から出来るだけ多くのお金を
残して、精一杯支援したいとの方針でし
た。決算致しまして 10 万円の支援金をお
渡しすることになりました。
当初は第 2520 地区第二分区からの贈呈
との考えでしたが、吉澤 G 補佐から「花巻
の事業ですから、花巻からで良いのでは」
との申し出を頂きましたので、花巻ロータ
リーからの支援金とさせていただきます。

◇特定非営利活動法人インクルいわて

山屋理恵理事長

2017.3.22
【岩手日日新聞】

私達の活動をご理解いただき、過分なご寄付を頂きましたこと、
心より感謝申し上げます。このような機会を
頂くことで、他の団体や地域の皆様にも知っ
◇吉澤珠美ガバナー補佐
て頂き、「インクルの活動を他の地域でもや
りたい！」といった声が増えてきました。
皆さんこんにちは。
先日のインターンシティーミーティングでは、大変素晴らしい会
私たちや子どもたちから見ると、ロータリ
ーの皆様のような社長さん達は遠い存在です。
を行っていただきまして、本来だったらお手伝いしなきゃいけな
でも実は「応援してくれている人達なんだ、
」
いのに、上田さんにおんぶにだっこ全てをお願いしてしまったよ
と伝えるためには何かツールが必要なんだと
うな形で、たいへん心苦しく思っていますけれども、成功に終わ
判ってきました。
ったということで、ここで許していただきたいと思います。
先日行われた全国の「こども食堂」の会議
あの会で皆さんがほんとに一所懸命やってらっしゃったときに、
でロータリーさんが声を掛けて下さったのは
何といっても縁の下の力持ち？「菊の会」の皆さんがあんなにた
全国でも例がなく、岩手の花巻 RC が全国初で、参加者から歓声
があがり、このような方たちも仲間だといえるような「子ども食
くさん参加していただいて盛り上げてくださったっていうことは、
堂」が理想だとあらためて思いました。
ほんとに正直びっくりしました。皆さんが普段奥様をどんなに愛
この活動をしていると、どうしても「こどもの貧困対策」とな
し、大切にしているのかなというのを、ひしひしと重く感じてお
ってしまいます。そうすると（講演対象は）福祉の人たちが主に
りました。
なるのですが、企業や社長さんたちが集まる機会で話させて頂く
北上西 RC では来年、インターシティーミーティングの番なん
ことが、どんなに大切なことなのか、実は福祉をやっている私た
ですけれども、あんなに素敵な会を見せて頂いてしまって、私た
ちには痛いほど判っています。
ちは上手にできるかなってそんな不安を持ちながら、帰ってから
先日盛岡で行われたシンポジウムにはたくさんの方たちにお集
話をしましたけれども、いいところすごく参考にさせていただい
まりいただきました。厚生労働省の方にも来て頂けましたが、実
は一般の方達の中にはたくさんの行政の方々も（一般の方に混じ
て、一所懸命務めたいと思ってますのでよろしくお願い致します。
って）いらっしゃいました。
（休日ということで）所属を書かない
ほんとに 3 月も後半に入ってしまって、濱守年度もあと三か
で参加して頂いた方たちが、後で県庁や市役所で「実はあの日参
月・・・濱守年度が終わるということは、私の分不相応なガバナ
加していました。
ー補佐の任務もあと三ヶ月で終わるのだな～って思うと、何とい
企業さんや社長さんたちが参加している子ども食堂の在り方っ
うかちょっとうれしいような、ほっとしてるようなところがあり
て、本当に素晴らしいね」と皆さん声を掛けて下さいます。何よ
ますが、気を抜かずにあとの三ヶ月、一所懸命やっていきたいと
り教育委員会の方たちがものすごく高い評価をくださいます。こ
のような形（企業参加）はもしかしたら『岩手モデル』の一つな
思いますので、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。
のかもしれません。
私、この補佐の仕事を受けて、担当が 7 クラブ、それで三回ず
他の地域の子ども食堂や子どもの貧困（問題）で企業さんが入
つ訪問ということで、今三度目の訪問をさせて頂いていますけれ

ども、本当に皆さんのクラブ、いろんな活動してらっしゃいます
試合球もルールも（プロと）一緒です。球速も 130 ｷﾛ以上出ま
し、いろんなカラーがございます。私の中では、この花巻クラブ
す。もう一つだけ自慢をさせて下さい。去年の秋の東北大会の決
っていうのはとても厳粛で、そして昔からのずっと守らなければ
勝戦で楽天（リトル）さんに大差で負けたのですが、先日の楽天
いけないことを、きちんと守り続けているクラブだなと感じてい
さんとの試合では、結構な点数差で勝たせて頂きました。相手は
ます。時代の流れっていいますか、ほんとにそう一言で言ってし
全国大会で優勝目指してるチームです。良い自信になりました…。
まえば簡単ですけれども、規定審議会の内容もどんどん変わって
プレーをするのは私ではありませんし、ノックをするのも私では
ます。それによって、えっ、そんなに簡単でいいの？と思うよう
ありませんが、応援団として大阪まで行ってまいります。1 勝し
なことも、どんどん実行というか、クラブが選んでそれをやって
て良い報告をさせていただければと思っております。今後とも、
もいいというような方向になっておりますけれども、やはり先輩
ロータリーの皆さんのご支援ご協力をよろしくお願いします。
から受け継いだ伝統ある行いは、絶対に崩してはいけない、これ
からの人たちにもそれを伝えていかなければいけないんじゃない
◆出席報告 /////
かなとすごく思います。
とても次元の低いお話で申し訳ないのです
33 人中
11 人出席
が、このロータリーバッジ・・・私が訪問して
出席率
39.2％
前回修正
53.5％
いるクラブでロータリーバッジをつけていな
メーキャップ
い方も結構いらっしゃるんですよ。それで、つ
3/21（日）2017-18 会長エレクト研修セミナー
けてないことをお話ししましたらば、「つける
とは知らなかった」っていう方がいたのには、 立花 徳久君
正直いってびっくりしました。ですから、新入
◆ニコニコボックス
会員が入った時に、いかに今までの先輩たちが
教えていく、当たり前のことだけれども教えて ◇飯塚 正晴 君 『本日で花巻
く、ロータリーの会場に入るときは一礼するん
RC を卒業致します。2.年間大
だよとか、バッジは必ずつける、そしてまた出
変お世話になり、ありがとうご
来るならば、作業服でロータリーに参加するときは、自分の車の
ざいました。新参者にとって
色々とお気遣い頂き、話しかけ
中にブレザーでも何でもいいから入れていて、ここの場所一時間
て頂きましたので助かりました。
にはきちんとした態度で臨む。どうしてきちんとした態度で臨ま
（妻も菊の会でよくして頂きま
なきゃいけないか。それは、ロータリーは世界のロータリーだか
した。後任は横田と申します。
ら。いつ、何時、世界からお客様がみえるかもしれない。そのお
「ニコニコ Box 委員
客様に対して失礼のないように、私たちは準備しなきゃいけない。 ご承認頂き、引継ぎ、よろしく
長」としての最後の
お願い致します。
』
そういうことを知らないで、忘れて過ごしてるクラブがたくさん
仕事をする飯塚君
あるというのを感じました。本当に、いろいろ勉強させていただ
◇吉田
和洋
君『吉澤ガバナー補
いております。ですから、私がこうして感じた事、皆さんが忘れ
佐様、インクルいわ・山屋理事長様、本日はおいでいた
ていることは、残りの訪問とかいろいろな機会がありました時に、
だき、ありがとうございます。活動が活発になることを
皆さんに伝えていきたいと思ってます。でも、花巻クラブさんの
ご祈念申し上げます。
』
この毅然とした襟を正した例会はとても素晴らしいと思ってます。
出来るならば、他クラブの人たちにも是非メーキャップしてこの ◇鹿討 康弘 君 『吉澤 G 補佐、インクルいわて・山屋理
雰囲気を味わって頂きたいなと思ってました。すみません、たわ
事長、ようこそいらっしゃいました。2/26 に開催され
いもない話なりましたけれども、お時間頂きました、本日はあり
ました IM 講演会に引き続き、3/11 盛岡のシンポジウ
がとうございます。
ムに参加して参りました。前厚労省事務次官、村木厚子

◆報告

笹木 賢治君

氏の講演の中で話された、少子化・ひとり親・相対的貧
困の問題・・ロータリーとして何か出来ることはないか
と思いました。
』

皆様からご支援いただいておりま
す「花巻リトルシニア」が東北代
表として全国大会に出場いたしま ◇三田 望 君『飯塚さん、短い間でしたが、お世話になり
ました。大きな声での紹介が印象的でした。宮古に行か
す。（日本リトルシニア中学硬式
れても、ご健勝で楽しんでください。吉澤ガバナー補佐、
野球協会主催・第 23 回日本リト
もうちょっとですね。山屋理事長、先日は貴重なお話、
ルシニア全国選抜野球大会/25～
ありがとうございました。
』
31 日、大阪・舞洲ベースボール
スタジアムほか）本日も取材で岩 ◇阿部 一郎 君 『吉澤ガバナー補佐、本日はわざわざ花
手日日さんがいらしてますけれど
巻 RC の例会出席ありがとうございます。残り３か月
も、今朝の紙面 2 ページ目に大き
少々の任期を全うするためお身体にご留意ください。イ
ンクルいわての山屋理事長、本日は貴重な講話ありがと
く載せて頂きました。子供たちは
うございました。今後の活動の広がりを祈念します。飯
金曜日の 24 日夜バスで大阪まで
塚君、本日で最後の出席となりましたね。ご苦労様でし
出発します。わがチームは、川口
た。宮古でのご活躍を願っております。
』
リトルシニアと 26 日（日）に対
◇稲田
典之
君
『吉澤ガバナー補佐様、ご来訪ありがと
戦いたします。今まで全国大会 3 度出場していますが、1 度目の
時はノーヒットで 1 点も取れない、塁にも出れなかったんです。 うございました。インクルいわての山屋理事長様も IM
ではお世話になりました。飯塚君、短い間でしたが楽し
やっぱり全国の壁って厚いなと。2 度目の去年の夏、ヒット 1 本
いロータリー活動をありがとうございました。宮古でも
だけで 1 塁には出ました（笑）
。ピッチャーの調子によりますが、
奥様と共に enjoy して下さい！』
今回はまず 1 勝を目指しています。1 勝すれば調子に乗るんじゃ
◇谷村
繁 君『飯塚正晴君、たいへんお世話になり、あ
ないかと思っています。昨日の東和球場で行われた練習試合では
りがとうございました。宮古でのご活躍をお祈りいたし
盛大附属（甲子園）のように乱打戦でした。ホームランも 4 本出
ます。水曜日の送別会、出席します。』
ましたが、中学 2 年生でホームランを打つというのはすごい事な
んですね。もちろんグランドは市営球場も甲子園と同じ広さです。

◇上田 穣 君 『本日はとてもステキなお二人のレディを
ゲストとしてお迎えできて、大変嬉しく思います。イン
ターシティミーティングの収入の中から、インクルいわ
てさんに支援金をお渡しできることも大変嬉しいこと
です。
』
◇吉澤 珠美 君 （北上西 RC）『いつもお世話になって
おります。BOX 致します。これからもどうぞ宜しくお
願いします。』

「花巻市の鳥は何で
すか？」
鳥谷崎神社・稲田宮
司から質問されて
「ふくろう」の記念
品を受け取る飯塚
君。

◆第 3037 回例会のメニュー
例会では初メニュ
ー「海鮮丼」に興奮
して、写真を撮り忘
れました。お許しく
ださい。

『海鮮丼』※写真はイメージです。

◆今後のプログラム
４/4 （火） 理事会・慶祝 会員卓話④『 伊藤隆規君 』
４/11（火）
ゲストスピーチ
◆今後のプログラム案
『がん免疫細胞療法』NPO 法人 抜苦ねっと様
4/18（火） 調整中
4/25（火） 観桜会 菊の会合同夜例会・親睦会
会場選定中
5/2 （火） GW 休会
※5/14(日)第２分区花北地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐主催親善コンペ、
5/24(水)３RC 親善コンペ(北 RC 幹事)が予定されております。
皆様のエントリーをお願いいたします。

◆飯塚正晴君を送る会
◆3/22（水）カフェレストラン『Badalone バダローネ』
におきまして親睦委員会主催「送別会」が開催されまし
◆今後のプログラム案
た。飯塚君の在籍 2 年間の想い出話や今後の宮古におけ
る活躍を期待する
中、終始和やかな雰
囲気の中で行われ
ました。
参加して頂きまし
た 10 名の皆様あり
がとうございまし
た。
記念品を手渡す、硬
い表情の吉田会長と
飯塚君。

同期？の橋川君からも
サプライズの記念品！
送別会の幹事、お疲れ様
でした。

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

