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４月度 RI テーマ「母子と健康月間」

第 3040 回例会/No.37 2017 年４月 11 日

◆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『がん免疫細胞療法』
／NPO 法人 抜苦ねっと様

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
・
「2017-2018 年度 地区研修・協議会」 開催のご案内
[RI 第 2520 地区 ガバナーエレクト 藤﨑 三郎助]

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

員として青少年奉仕月間交換短期オクラホマチームの引率
をしてきました佐々木史昭君に、オクラホマとはどんなと
ころか、その様子もご報告いただきます。後ほど宜しくお
願い致します。
また、6 月には、オクラホマより引率 2 名含め 10 名の高
校生が来日、来県し第 2 分区花北地区にて 20 日より 22 日
まで受け入れをすることになっております。佐々木史昭君
よりの情報ですと、高校生は男子が 3 名、女子が 5 名との
ことです花巻地区での受入は女子 1 名、男子 2 名かと思わ
れます。すでに受入お伺いの案内を吉澤ガバナー補佐名で
配信させていただいておりますので、ご検討を宜しくお願
い致します。
なお、20 日のウェルカムパーティー、21 日、22 日のア
テンドも予定することになると思いますので、ご協力をお
願い申し上げます。それに伴い、本日理事会におきまして、
20 日の最終例会を 27 日へ移動させていただきましたので、
予定のご変更をお願いいたします。

国際ロータリー4 月テーマは『母子と健康月間』となっ
ておりますので、
健康についてのお話も予定しております。
・H29 年度花巻市友好都市交流委員会幹事会及び総会の開催
来週、11 日例会はゲストスピーチです。ゲストにＮＰＯ法
について(ご案内)
[花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐] 人抜苦ねっとの方をお迎えし、最新のがん 免疫細胞治療
法についてのお話をいただきます。
・2016-17 年度 RI 第 2520 地区 ローターアクトクラブ第 41
18 日例会は、橋川秀治くんによります健康スピーチ、
回地区年次大会本登録の御案内
[ガバナー 濱守 豊秋] 『サプリメントのお話し』を予定しております。
同日夕方は、職業奉仕委員会によります出前職業講和を、
◆第 3039 (4/4)例会の概要
県立花北青雲高校にて行います。講師は、ＯＢであります
鹿討康弘くんです。
）例会の概要
■四つのテスト
阿部 一郎 君
そして、25 日は菊の会合同夜例会・親睦会 観桜会とな
言行はこれに照らしてから
ります。昨年度は鳥谷ヶ崎神社さんで開催しましたが、今
年度の開催場所は、現在検討中です。
一．真実かどうか
今月は、特には大きな行事はございません。新年度で何
一．みんなに公平か
かと、ご多用とは思いますが、会員の皆様のご協力をお願
一．好意と友情を深めるか
い申し上げまして、会長の時間を終わります。
一．みんなのためになるかどうか

■会長の時間「34 回/46 回」

吉田

和洋 君

■慶祝

◇会員誕生 藤田 勝敏君(2 日)、

みなさんこんにちは！4 月新年度に
入りました。
日本では旧暦 4 月を卯月（うづき）
と呼び、現在では新暦 4 月の別名と
しても用いる場合もあります。
卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯
の花月（うのはなづき）」を略したも
のというのが定説となっております。
しかし、卯月の由来は別にあって、
卯月に咲く花だから卯の花と呼ぶの ◇周年バッチ授与
だとする説もあるそうです。
佐々木 史昭 君（13 年）
日本では新年度または新学期の時期
として有名であり、学校・官公庁・会
社などでは当月に入社式・入学式が行われ、前月の 3 月と
同様に慌しくなります。6 日は中学校が入学式、7 日は小学
校や高校で入学式が、各地で行われます。
私も 6 日花中、7 日高校と入学式参列です。7 日の花巻南
高校の入学式に案内が来ておりますが、こちらは当事者で
すので立花エレクトに参列していただくことになっており
ます。花巻北高等学校からは来ておりません。
平成 29 年度スタートのです。今年度はどんな年度になる
のでしょうか？
さて、本日の PG は予定を変更し、先月 28 日まで地区委

滝田 吉郎君(8 日)

Happy Birthday
Dear Fellows～♪

◆国際ロータリー第 5750 地区 オクラホマ
短期青少年交換報告
佐々木 史昭 君

オクラホマの油田・パイプライン・オイルタンク、
風力発電に放牧で育てられた安くて美味しい牛肉など
豊かなオクラホマ。アイルランドを支援した歴史を熱
心に語ってもらったり、世界で二番目に若く、就任時
に出産をしたガバナーに会ったり、長期派遣留学生と
会ったり、上院議員のランディバースに会ったり 5 か
所を 2 日ずつ回り大歓待を受けました。
ゴルフ、クレー射撃や模擬狩猟練習場、ダーツ様の
ゴルフ練習場、インドアスカイダイビング等のビジネ
スセンスに驚き、WBC、NBA 観戦、博物館など大いに
楽しませて頂きました。これもこれまでの諸先輩方の
お蔭と感謝しています。 （詳細は例会で！）

◆出席報告
33 人中
出席率

◆第 3039 回例会のメニュー

/////

15 人出席
53.5％

メーキャップ

還暦になったと思ったら、もう三年が経ちました。そろ
そろ酒も控えめにします？』
◇三田 望 君『① 佐々木 史昭君、ウイング オブ ロー
タリーの引率、ご苦労様でした。私にとってのロータリ
ーの原点でもありますオクラホマ訪問、興味深く報告を
聞かせて頂きました。 ② 先週欠席、立花エレクトの
報告を聞けなかったのが残念です。
』
◇笹木 賢治 君『3 月 28 日から大阪で開催された日本リ
トルシニア全国選抜野球大会で花巻チームは 1 回戦関東
代表の川口チームに 6-3 で初戦を突破することが出来ま
した。2 回戦は関西代表の堺泉北チームに 11-4 で敗れま
した。今後は 3 年生最後になります。春と夏の東北大会
に臨み、東北の優勝旗と全国大会出場キップを手に入れ
るよう頑張ります。
』
◇佐々木 史昭 君『オクラホマの二週間の派遣生の引率、
私自身が大変良い経験をさせて頂きました。ロータリー
の素晴らしさ、懐の深さ、醍醐味を味わいました。
生徒達にも人生を変えるほどの良い経験をさせられ
たと思います。6 月のオクラホマからの受入で恩返しを
したいと思います。
』
◇伊藤 隆規 君『3 月は欠席が多く、失礼致しました。会
議所は男性の新規職員 1 名を迎えての新年度スタートと
なります。よろしくお願い致します。』
◇浅沼 幸二 君『結婚記念、ありがとうございます。いつ
も苦労かけてます。
』
◇藤田 勝敏 君『4 月 2 日で 56 歳になりました。3 月以
降、慌ただしい毎日が続いており、当分続きそうです。
少しロータリーへの出席率が悪くなるかも知れません
が、今後とも宜しくお願いします。
』
◇下坂 和臣 君『誕生日、夫人誕生日、結婚記念のお祝い
ありがとうございました。
』
◇阿部 一郎 君『庭の水仙がつぼみになり、もう少しで咲
き始めようとしています。春本番がようやく来たという
感じがしています。四月は会社の決算期になっています
ので、今月位はまじめに働いて欠損が出ないようにまと
めたいと考えています。
』

前回修正

67.8％

3/30（木）花巻南ＲＣ休会のため
花城にて受付
三田 望 君

◆ニコニコボックス

『てんぷら』

◆今後のプログラム
4/18(火) 月間テーマ健康卓話『橋川 秀治 君』
4/25(火) 観桜会 菊の会合同夜例会・親睦会
◆今後のプログラム案
5/2
(火) GW 休会
5/9 (火) 理事会・クラブフォーラム『三田副会長』
5/14(日) 第２分区花北地区 G 補佐主催親善ゴルフコンペ
5/16(火) ゲストスピーチ
『岩手県空港ターミナルビル㈱中田社長様』
5/23(火) 花巻 RC 奨学生奨学金交付式 奨学生委員会
5/24(水) 3RC 親善コンペ(北 RC 幹事) エントリーを～♪
5/28(日) 2016-17 年度 第 2520 地区協議会（仙台）

◇吉田 和洋 君『史昭さん、引率ご苦労様でした。今週は
入学式ピークです。６日、７日と連続です。子供達の新
たなスタートをお祝いしたいと思います。
』
◇鹿討 康弘 君『昨日は入社式。花巻は初々しい新卒 2
名、東京、群馬工場は新卒 1 名、上級管理者 3 名、営業
1 名の転職の方々を迎え、3 箇所を結んでの Web 入社式
を行いました。3 年間は頑張って欲しいと思います。
』
◇立花 徳久 君『昨日は妹家族が来たので志戸平温泉に泊
まりました。子供達が大喜びでした。日曜日は渡辺貞夫
さんの Live を見て来ました。感動しました。鈴木京香さ
クラブ会報委員会
んが来ており、大変美しくてもっと感動しました。
』
委員長：橋川秀治（担当） 副委員長：佐藤誠吾
◇滝田 吉郎 君『誕生日プレゼントありがとうございます。
委員：多田浩二、前田 毅
AD：鹿討康弘

