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5 月度 RI テーマ「青少年奉仕月間」

第 3043 回例会/No.40 2017 年 5 月 9 日

◆例会プログラム
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開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
『米山奨学生紹介・奨学金交付』
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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

岩手大(工)コウ・シヘイさん・阿部ｶｳﾝｾﾗｰ

◆幹事報告
・日本のロータリー100 周年委員会設立趣意書
[日本のロータリー100 周年委員会]

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ

ROTARY
SERVING
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

れた横田さん、5 月にご入会をいただきます谷村（た
にむら）さんにもご参加をいただいております。
横田さんは、日本生命の飯塚君の後任として花巻へ
赴任されました。釜石ロータリーに所属しておりまし
たので、転籍となります。谷村さんは、花巻郵便局長
としてこの春、福島より花巻へ赴任されました。2013
年に北上ロータリークラブにご入会され、福島へ転勤
後はしばらくロータリークラブに所属できず、今回花
巻へ異動になり当クラブを知っていただき、事務局へ
お問い合わせをいただきました。北上ロータリークラ
ブへは、平野元ガバナー補佐の勧誘でのご入会であっ
たということです。今後とも宜しくお願いいたします。
さて、先週の例会は、橋川君の『サプリメントのお
話』でした。公開できる社内資料も交えてのプレゼン
講話で、とてもわかりやすくためになりました。資料
が必要な方は、お申し出ください。
また、同日は職業奉仕・青少年奉仕事業で、花北青

・
「2020 年日本のロータリー100 周年に関するアンケート」
雲高校へ出向き、
『職業講話』を、OB であります鹿討
のお願い
[日本のロータリー100 周年委員会]
・Ｈ29 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会定期総会資
料送付と会費納入のお願いについて
[花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼 弘文]
・2016-17 年度表彰についてのご連絡
・5 月ロータリーレート

[ガバナー事務所]

１ドル＝110 円
[ガバナー事務所]

◆第 3042（4/25）例会の概要
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■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「37 回/46 回」

吉田

和洋 君

康弘君が講師となり、3 年生 160 名を対象に勤労観や
社会人に求められることを『仕事の報酬とは何か？』
目に見える報酬・目に見えない報酬や、人の役に立つ
ことも働く理由の一つという考え方を紹介し、挑戦や
行動の大切さを話していただきました。
企画運営していただいた、職業奉仕三田大委員長・
浅沼委員長そして鹿討幹事に感謝致します。講演の様
子は、19 日の岩手日日新聞に『目に見えない報酬も
花巻 RC 職業講話 高校生が勤労観を学ぶ』として、
バッチリ記事が掲載されておりますので、記事をご紹
介させていただきます。（※記事をご覧になりたい方
は事務局にございます）
さて、本日は観桜会です、おしゃれなお店で美味し
いお料理を食べながら、和やかに楽しく会話を楽しみ
ながら時間を過ごしたいと思います。会場をご提供い
ただきました JOE’S LOUNGE 高橋オーナー始めスタ
ッフの皆さんありがとうございます。また、還暦にな
られる稲田さん・滝田さんおめでとうございます！ご
健康にご留意され、ますますのご活躍をご祈念いたし
ます。皆様のご協力感謝し、会長の時間を終わります。

■慶祝
◇28 年バッヂ贈呈！
高橋 豊 君

皆様こんばんは。観桜会に会員・菊の会様合せ 28
名のご参加をいただきありがとうございます。
また、後ほどご紹介いたしますが、4 月にご入会さ

◇還暦祝！稲田 典之 君
立花 徳久 君

■新入会員紹介
◇4 月に入会の日本生命の横田裕之
君 。釜石 RC から転籍されました。
飯塚が大変お世話になりました。有
難うございました。これからどうぞ
宜しくお願い致します。

続いて、5 月に当クラブ入会予定の
花巻郵便局長の谷村さんです。
北上の平野 G 補佐の紹介で入会さ
れたと云うことです。
皆さん今晩は！花巻郵便局長の谷村
仁（たにむら ひとし）と申します。
前任は福島の須賀川郵便局ですが、
出身は岩手県の盛岡でございます。
地元に戻って来れたと内心、ほっと
しています。皆様、どうぞ宜しくお
願い致します。

◆出席報告

/////

33 人中 15 人出席
出席率
55.5％
前回修正
69.9％
メーキャップ
4/18（火） 北上ＲＣ例会 佐々木 史昭 君

◆ニコニコボックス
◇吉田 和洋 君『観桜会に会員さん、菊の会さん 4 月入会
の横田君、5 月入会になります谷村さんにもご参加いた
だき、28 名で観桜会を開催することが出来、嬉しい限り
です。還暦の稲田君、滝田君、健康にご留意され、益々
のご健勝をご祈念いたします。火曜日定休にもかかわら
ず、
会場提供してくれた JOE’S LOUNGE 高橋オーナー
始めスタッフの皆様にも感謝いたします。賑やかで和
やかで美味しく楽しい会でした。皆様ありがとうござ
いました。
』
◇戸来 昭浩 君『還暦を迎えられた稲田・立花さん、おめ
でとうございます。今の時代、還暦を過ぎてからが超元
気と聞いております。これからも益々、お若く、ロータ
リーでの活躍を期待しております。
』
◇立花 徳久 君『今日は美味しい料理に楽しい語らい、非
常に楽しい集いでした。ありがとうございます。
』
◇稲田 典之 君『還暦祝いありがとうございました。これ
からはユックリと人生を歩んで行きたいと思います。楽
しい観桜会でした。
』
◇髙橋 豊 君『高野山へ先週行きました。標高 800m で桜
が満開でした。福島の花見山の色々な花を楽しんできま
した。北上、展勝地、盛岡の石割桜も楽しませて頂きま
した。28 年バッヂありがとうございます。
』
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■会長挨拶…代わりオーナー高橋 亮 氏 挨拶♪
2 年前に小友さんから「このビルを作り変え
て街を盛り上げて行こう」と言われ、物件も
観ずに参画しました。家守舎のキャッチフレ
ーズが『チャレンジする大人が集まる街』と
いうことで大工の経験はないんですが、店を
全て自分で作れればチャレンジになると 7 ヶ
月ここに寝泊まりして天井の解体から、テブ
ール、壁、ガラス窓も作りました。出来るも
んだと思いました！今日は思う存分食べて
飲んで楽しんで下さい！

※高橋氏は他に花城町の THE・KEG、双葉町のショッ
トバーLOG、冬は鉛スキー場の食堂もやってます！

素敵な観桜会、
そして IM も大
成功に終えた
会長・幹事の奮
闘を労いなが
らパチリ☆

◆今後のプログラム
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
◆今後のプログラム案
『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）
★「ひろくんに心臓移植を！」土浦南 RC 稲本君のお
孫さんの心臓移植募金にご協力を～！
クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治（今回担当）
委員：多田浩二、前田 毅

副委員長：佐藤誠吾
AD：鹿討康弘

