
 
◆ゲストスピーチ  
岩手県空港ターミナルビル㈱ 

代表取締役社長 中田 光雄 様 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

5 月度 RI テーマ「青少年奉仕月間」 
第 3045 回例会/No.42 2017 年 5 月 23 日  
 
  
１． 開会点鐘 
２． ロータリーソング斉唱  
３． 四つのテスト  
４． 会長の時間 
５． 花巻 RC 奨学生奨学金交付式 
６． 幹事および委員会報告 
７． 出席報告  
８． ニコニコボックス  
９． 閉会点鐘 

 
 
 
・6/27（火）第 20 回会員親睦ゴルフ大会 商工会議所 
創立 70 周年記念大会      [花巻商工会議所] 

 
・H29 年度「友好都市平塚訪問市民ツアー」のご案内等 

について [花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐] 
 
・H29 年度 特別会員の会費納入について（お願い） 
 H29 年度 花巻市防犯協会通常総会 資料 

[花巻市防犯協会 副会長 小原 冨次郎]  
 

 
 
 

 
 
■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「40 回/46 回」 吉田 和洋 君 

 
皆様こんにちは！！ 
本日はゲストスピーチ例会です。

講師に岩手県空港ターミナルビル
株式会社の中田光雄社長様にいた
だいております。ご多用の中、あり
がとうございます。 
空港ターミナルビル様には、以前

に新ターミナルビル屋上へ壁画モ
ニュメントを移設させて頂いてお
り、今年度は、感謝と歓迎の花巻

RC スタンドサインを設置させていただいております。
活動へのご理解ご協力に感謝申し上げます。 

2016 年度の総利用者数が 10 年ぶりに 40 万人を突破
とありました。利用増は嬉しいことです。 

4 月にはインバウンドチャーター便でタイや台湾から
400 名を超えて来県いただいたともありました。 
この後、中田社長様よりご講話をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。 
 
さて、日曜日は第二分区ガバナー補佐コンペに、私、

稲田君、佐々木君、橋川君、そして横田君の 5 名で参加

してきました。参加者数 40 名アウトインに分かれ 10 組
での開催です。個々のプレー状況はわかりませんが、他
クラブの方々と混ざった組合わせで、交流を深めながら、
楽しくラウンドすることができました。 
夜の表彰親睦会にも 40 名近くの出席があり、当クラ

ブは私、橋川くん、横田くん、の 3 名で参加し、楽しく
懇親をふかめることができまた。 

 
で、気になる成績ですが･･･新ぺリア、オフィシャル

ハンデなし、上限 36で個人の順位は、橋川くんが 37位、
横田くんが 27位、稲田くんが 20位、佐々木くんが 6位、
私がなんとハンディに恵まれ 4 位という成績でした。 
そして…もっと気になる上位 3名のネットスコアで争

う団体戦は、なんと 6 クラブ中 3 位！、1 位はやはりゴ
ルフ部の花巻北 RC で、2 位は北上 RC です。 

 
今回、なんと「ガバナー補佐親睦コンペ」の横断幕ま

で製作する気合の入れようで、来年度以降も第 2 分区ガ
バナー補佐の事業として、継続開催になるようです。と
いうことで来年は、伊藤ガバナー補佐を輩出する花巻南
RC が、主催クラブになります。次年度会長・幹事様宜
しくお願い致します。 
親睦会の 2 次会にもお誘いをいただき、3 名で参加し

ました。お蔭様で大いに盛り上がり、最後吉澤ガバナー
補佐とデュエットもしてしまいました。 
さて、来週は花巻ロータリークラブ奨学金贈呈式、そ

して市内 3 ロータリークラブ合同コンペです。こちらは
現在、私、佐々木くん、横田くんの 3 名です。まだエン
トリー大丈夫ですのでよろしくお願いします。 

 
奨学金贈呈式につきましては、高総体応援のため残念

ながら下町校長先生と 1 年生が欠席です。今年度着任さ
れた千葉副校長先生と、2、3 年生、1 年生の保護者様の
出席で現在調整中です。 
保護者の方にもロータリーと奨学生制度をご理解い

ただく良い機会ではとも思いますので、ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。 

 
また、長期の交換留学生鈴木あいなさんの壮行会を、

花巻南 RC さんの主催で、7 月 6 日（木）18 時の予定で
開催することで進めてられております。 
ロータリー年度初めでお忙しいかとは思いますが、こ

ちらもよろしくお願いいたしまして、本日の会長の時間
をおわります。 

 
 
 
 
 

日頃、花巻空港をご利用戴き、
感謝申し上げます。また、RC さん
より 40 周年で旧ターミナルビルの
正面玄関にご寄贈頂いた記念すべ
き「IHATOV の森」モニュメントに
ついては新ビル３F 展望デッキに
設置をさせて頂いております。 

1/24 にツイッタ―でこのモニュ
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

◆第 304４回例会のメニュー 

メントのお知らせをしたところ、147 件の「いいね」
の反響がありましたが、その写真には花巻 RC の銘板
がしっかり入っています。 
 また、到着ロビー出口にウェルカムボードを設置し
て頂きありがとうございます。あれから 2 回、台湾・
中国の航空会社各社のエージェントが 20人～30人で
視察に来たんですが、その時もウェルカムボードを観
て頂きました。非常にタイミングも良かったなと思い 
ます。視察の結果、芽が出ればいいなあと思います。 
 花巻空港の利用者はH28年に41.7万人と微増です。
H9 年に 55 万人の年間利用者を数えてから、9 年前に
40 万人を切って、徐々に減りながら震災を迎えたん
ですが、その後、FDA の名古屋便が就航したり、国体
があったりで前年比増を続けていますが、機材を大き
くしたりで利用率はマイナスです。 
国際チャーター便は 40 便と 8 便減。中華航空の経

営陣が変わったこと、復興航空の業績不振による解散
などが影響しているが、県を挙げて増やそうとしてい
ます。今後ともご愛顧をお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■委員会報告 ロータリー情報委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
32 人中 14 人出席 
出席率   50.0％    前回修正  57.1％ 
 
メーキャップ   

5/14（日）第 2 分区ガバナー補佐親睦ゴルフコンペ 

吉田和洋君・稲田典之君・佐々木史昭君 

・橋川秀治君・横田裕之君    
 
 

◇吉田 和洋 君『昨夕は東京で仕入れ先の 100 周年祝賀
会に行き、今朝戻って来ました。三代目の社長さんは私
と同じ大学です。 
中田社長様、本日はゲストスピーチ有難うございまし

た。空港が益々活性化されますことをご祈念します。』  
◇鹿討 康弘 君『中田社長様、ご多用の中、ゲストスピー
チ頂きましてありがとうございました。 
日曜日に NPO 法人「日本交流分析協会・東北支部」

の総会がありました。理事のお仲間の中にお二人、ロー
タリー関係者が居りました。お一人が仙台南 RC の事務
員さん、そしてもう一人が娘さんが長期交換留学生でフ
ランスに行かれた方でした。話も弾み、良いコミュニケ

ーションが取れたのもロータリーのお蔭です。』 
 
◇阿部 一郎 君『空港ターミナルビルの中田社長、本日は
お忙しい所、スピーチを頂き、ありがとうございます。
益々のご隆盛をお祈り致します。』 

 
◇佐々木 史昭 君『明日 17 日(水)に第一回目の花巻 RC
情報委員会を全 7 名の参加を頂いて開催予定です。入会
3 年未満の若手 5 名に参加頂いて、ロータリー活動に興
味を持ってもらえるよう、進めたいと思います。』 

 
◇佐藤 良介 君『5 月 1 日、34 回目の結婚記念日を迎え
ました。2 人で美味しくケーキを頂きました。ありがと
うございました。 
岩手県空港ターミナルビル中田社長には、常日頃、花

巻空港の利用促進にご尽力を頂き、誠にありがとうござ
います、今後とも岩手県の発展のため、ご貢献賜ります
ようお願い申し上げます。』  
◇稲田 典之 君『第 2 分区親善ゴルフコンペ、楽しんで参
りました。表彰式を欠席した私の商品を届けてくれた横
田君、橋川君に感謝申し上げます。中田社長、本日は素
晴らしいスピーチありがとうございました。』 

 
◇谷村 繁 君『結婚記念日祝い、ありがとうございます。』 
 
◇立花 徳久 君『仕事で欠席します。申し訳ございません』 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/24(水) 3RC 親善コンペ(北 RC 幹事) 

5/28(日) 第 2520 地区協議会（仙台） 

5/30(火) 会員卓話 『前田 毅君』   
6/6  (火) 理事会・クラブ協議会『年間事業報告』 
     友好クラブ平塚 RC 歓迎例会 
6/13(火) クラブ協議会『年間事業計画』発表 
6/20(火)  地区青少年短期オクラホマチーム『ウェルカム 

例会&パーティー』ホテルグランシェール                              
6/27(火) 最終例会『菊の会合同夜例会・引継親睦会』     

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 

◆ニコニコボックス 

◆出席報告 ///// 

『白身魚 

唐揚げ 

みぞれ 

あんかけ』 

 

5/17(水)に 7名でロータリー情報
委員会を開催します。 

そのうち入会 3 年未満の 5 名が
谷村さん、横田さん、佐藤誠吾さ
ん、前田さん、小山田君というメ
ンバーです。 

来週 26日はまた違ったメンバー
で行います。今からでも参加者募
集しています。 

 

花巻空港の現状と歴

史、これからの課題と

ビジョンなど貴重なお

話を頂いた中田社長様

に吉田会長より御礼の

品を贈呈しました。 


