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6 月度 RI テーマ「親睦活動月間・R 財団 100 周年」

第 3048 回例会/No.45 2017 年 6 月 13 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
次年度年間事業計画 立花会長エレクト
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

なし

◆第 3047 （6/6）例会の概要
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

5 月の中旬には、日本で一番暑かった日もあった花巻
ですが、ここ数日は日本で一番涼しいといいますか、寒
い日が続いております。風邪をひかれないように、ご注
意ください。短い時間ですが、ごゆっくりしていただけ
ればと思います。
また、本日は、伊藤ガバナー補佐エレクトもおいで
になっておりますし、当クラブ阿部副幹事がカウンセラ
ーを務めております、米山奨学生の岩手大学大学院 台
湾出身のコウ・シヘイさんも先月に引き続き、ご出席さ
れております。
日本といいますか、岩手での生活に慣れましたでしょ
うか？ここ数日の寒さは大丈夫ですか？
沖縄以南の方は 15 度を下回ると、動けなくなるとか。
私も数年前 2 月に台北に行ったことがありましたが、そ
の年は台湾も寒くて、毎日ダウンジャケットを着ていた
のを思い出しました。しかもどこ行っても、タクシーや
観光バスも暖房なし・・・でした。

さて、今月でいよいよ私の年度もラストとなります。今
日は、この後、年間事業の報告となります。何かと公私
ともに忙しい一年でしたが、おかげさまで充実した一年
言行はこれに照らしてから
でした。私の力量不足もあり、出席率が低空飛行の中で
一．真実かどうか
の例会、事業運営となり、活動計画をした中で、残念な
一．みんなに公平か
がら実施できなかった部分もございましたが、それでも
鹿討幹事はじめ、皆様のご協力をいただき、なんとか進
一．好意と友情を深めるか
めることができ、先日の地区協議会では、先輩方からの
一．みんなのためになるかどうか
■ゲスト紹介と挨拶 友好クラブ委員長 上田 穣 君 継続事業も含め、地域社会貢献・青少年奉仕について、
ガバナー特別賞 3 つもいただくことができました。改め
深い友好の絆で結ばれたクラブ平塚 RC の 9 名の皆様と て感謝いたします。
米山留学生の 黄 思萍さんを心より歓迎致します。
今日を含め、年間 47 回の例会のうち、あと 4 回とな
りますが、最後まで、よろしくお願いいたします。
今日は、月初めということもあり、盛りだくさんの内
容ですので、会長の時間は短めで終わらせたいと思いま
す。改めまして、平塚 RC 様のご来訪を歓迎し、東北を
楽しんでいただけますことをご祈念申し上げ、会長の時
間を終わります。

■四つのテスト 浅沼幸二 君
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吉田

和洋 君

割イが日台
いンあ岩湾
てトり手出
参資ま大身
加料す学の
頂をがの黄
き作、講さ
まるパ義ん
し時ワでは
た間ー発、
をポ表明

黄 思萍さん）

皆様こんにちは！！ 願 の 盛
いでり
本日は、平塚 RC 様 し
、沢
が清水会長･高橋幹事
ま短山
く
す な
含め 9 名で、ご来訪
お
戴いております。
ご無沙汰致しております。
昨年 6／7、佐々木会長時の当クラブ 米山カウンセラー
吉田会長より黄さんに奨学金を
阿部 一郎 君
授与。発表頑張って下さい！
3000 回例会にご来訪いただき、次の週
16 日からは、私共が平塚 RC を訪問、 ■クラブ協議会 年間事業報告
例会・親睦会、親善ゴルフコンペと楽しい時間を過ごさ
◇クラブ奉仕委員会
◇ 職業奉仕委員会
せて戴きました。
立花徳久 会長エレクト
浅沼幸二 委員長
また、今年 2 月 23 日には、平塚 RC 様の 60 周年にご
会員企業見学、
ニ コ ニ コ BOX
招待をいただき、式典・記念事業・祝賀会そしてその後
高校生職業講話、
は
目
標
ま
で
後
の親睦会と、お世話になりました。その際は、式典での
職業奉仕月間の
10
万円弱。
理事
祝辞をするという大役を仰せつかり、いい経験をさせて
ゲストスピーチ
の皆様、宜しく。
いただきました。本日は、この後仙台へ移動されるとい
だけでなく会員
広報、友好、親
うことで、ご一緒したいところではありますが、気を遣
卓話でも職業奉
睦各委員頑張っ
わせてしまうといけませんので(笑)、ごゆっくりと東北
仕ありました。
て頂きました。
をお楽しみいただければと思います。

◇社会奉仕委員会

◇ 国際奉仕委員会

◇阿部 一郎 君『平塚 RC 清水会長他 8 名の来花有難う御
座います。貴 RC の益々のご隆盛をお祈り致します。』
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◇橋川 秀治 君『平塚 RC の皆様の来訪を心より歓迎致し
した
ます。また、青山さんの体調が早く回復されるよう祈っ
■友好クラブ平塚 RC 清水会長ご挨拶
て BOX します。黄さん、明日の発表頑張って下さい。
』
滝田吉郎

大委員長

佐々木 史昭 2520 地区 副委員長

花巻に来ると自分の家に帰ったような気がし
ます。60 周年に 10 名で遠くからお祝いに来 ◇佐藤 良介 君『平塚 RC9 名の皆様のご来訪を心から歓
て頂いた感謝の気持ちで、早めに着いてしま 迎申し上げます。私、花巻市友好都市交流委員長を務め
いました。大委員長が総括をする形は是非、 ております。全日本わんこそば大会、花巻まつり特産品
真似したいです。会員の桐本画伯が海と富士 フェアをはじめ、いろいろな事業で平塚市と交流を深め
山とビーチバレーを描き、第 2 バナーを作っ ております。7 月 8 日～9 日の「第 67 回湘南ひらつか七
夕まつり」には郷土芸能の派遣、市民ツアー・親子ひら
たので贈ります。

つか探検隊、計 20 名の派遣を行いますので、平塚の皆
様、どうぞよろしくお願い致します。
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◆第 3047 回例会のメニュー

■ガバナー補佐エレクト挨拶

伊藤 智仁 君

明日の第 2 分区の会長・幹事の引継会に花巻
RC の方は出れないと聞いてお邪魔しました。
来年度のライズリーRI 会長のテーマは「変化
をもたらす」です。換言すると過去を否定す
るとなり、カチンと来る向きもあるかと存じ
ますが、今は変化が大事な時代。これまでに
ない新しい切り口で行きましょう。

■委員会報告

IM 記録委員長

谷村 繁 君

IM の報告書がなかなか出来上がりませんが、6
月 9 日に編集会議を行います。ご案内の方々は
ご出席お願いします。また、テープ起こしで橋
川さんの奥様にご尽力戴いたことも皆様にご報
告しておきます。

◆出席報告

/////

32 人中 16 人出席
出席率
59.2％
メーキャップ なし

前回修正

『ミックスフライ』

◆今後のプログラム
6/17(土) 種市 RC50 周年
6/20(火) 地区青少年短期オクラホマチーム『ウェルカム
◆今後のプログラム案
例会&パーティー』ホテルグランシェール 18:00
6/25(日) 花泉 RC40 周年
6/27(火) 最終例会｢菊の会合同夜例会・新旧引継親睦
会｣やぶや
7/4 (火) 理事会・慶祝：
『2017-18 年度 会長・幹事・
大委員長抱負発表』立花会長／阿部幹事／他
7/25(火) 藤崎ガバナー公式訪問 3RC 合同例会

70.3％

◆ニコニコボックス
◇平塚ＲＣ『スマイルＢＯＸをします。
』
◇吉田 和洋 君『平塚 RC のご来訪を歓迎致します。いつ
もお伺いした際は大歓迎して頂いていますことに感謝
いたします。これからも宜しくお願いします。』
◇鹿討 康弘 君『平塚 RC の 9 名の皆様、伊藤次年度Ｇ補
佐、岩手大学・黄 思萍(コウ・シヘイ)さん,ようこそいら
っしゃいました。本日、2 人目の孫が生まれます。午後
から手術で男の子です。名前も決まっているようですが、 クラブ会報委員会
画数が悪いので考え直すように言いました(笑)。健康で
委員長：橋川秀治（今回担当） 副委員長：佐藤誠吾
無事に生まれてくれることを祈っています。
』
委員：多田浩二、前田 毅
AD：鹿討康弘

