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6 月度 RI テーマ「親睦活動月間・R 財団 100 周年」

第 3049 回例会/No.46 2017 年 6 月 20 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
ゲスト紹介（オクラホマ団、ホストファミリー）
歓迎挨拶
幹事報告および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘
ウェルカムパーティー ～

◆幹事報告
・ハイライト よねやま 207
（
[ 公財）ロータリー米山記念奨学会]
・ひろくんを救う会より皆様へ[ひろくんを救う会一同]

◆第 3048 （6/13）例会の概要
■四つのテスト 谷村 繁 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「44 回/47 回」

吉田 和洋 君

皆様こんにちは！！
先週は、平塚RCさんの来訪例会でし
た。清水会長・高橋幹事他9名が来
訪され、久々の大人数の例会で、緊
張しましたが、とても楽しい例会で
した。お土産も逆にたくさん戴いて
しまい恐縮です。一方で、例会は、
内容盛沢山でしたので、活動報告も
ままならず大変失礼を致しました。
平塚の皆様は仙台宿泊とのことでしたので、例会終了
後は、鹿討幹事と私の車2台に分乗していただき、新花
巻駅までお送りさせていただきました。
途中、ご希望で宮沢賢治記念館に寄って、見学を致し
ました。入館時に受付の方から、もう少しすると修学旅
行の生徒さんの団体が来ます･･･と伝えられました。15
分ほどしてから、女子中学生の団体が先生と一緒に入館
してきました。帰り際に、平塚RCさんが「どこからきた
の？」と聞いたところ、奇遇なことに、神奈川県の大和
市の私立中学校とのことだったそうです。その他にも、
駐車場には、県外ナンバーの車が結構多く居ました。一
番遠いナンバーは、なんと熊本。宮沢賢治さんの人気は
すごいものがあります。
来週は、年度当初プログラムでは最終例会の予定でし
たが、翌週を最終例会とし、20 日はオクラホマチーム歓
迎例会・ウェルカムパーティーとして開催させていただ
きます。オクラホマより 8 名の学生さんと 2 名の引率の
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

ロータリアンがいらっしゃいます。ホームステイ先の
方々との顔合わせ交流会の意味合いもありますので、ご
多用のところとは存じ上げますが、大勢で参加して歓迎
したいと思いますので、よろしくお願いします。
また、21 日、22 日と花巻および北上での訪問プログ
ラムも地区青少年交換委員会 佐々木 史昭 君にて用意
されているようですので、そちらへの人的ご協力もお願
い致します。一連の来訪行事の詳細につきましては、
佐々木委員から、後程、説明があるかと思いますので、
ご協力をお願いします。
本日の例会は、いよいよ 7 月スタートとなります立花
年度の『事業計画発表』です。今までとは違った視点で
の活動の展開もあるかと思います。
余談ですが・・昨晩 23:30 頃、奥さんに「花巻駅行く
よ～っ！」と言われ、娘も連れて花巻駅へ・・。それは、
JR 東日本のトレイン・スイート四季島を見るため。運航
開始以来、我が家の横の東北本線を通っているのは知っ
ておりましたが、まだ見たことがなかったので、早々に
花巻駅へ。23:56 ちょっと暗くて、しかも下りの貨物と
すれ違いで残念でしたが、その姿を見ることができまし
た。やはり窓が特徴の一風変わったデザインの豪華列車
は、静かに花巻駅のホームを北へ通過していきました。
どうやら月曜が運行日のようです。
明るい所で見るには、上り最終列車 北上行きで盛岡
から帰ってくれば、その数分後に花巻駅 3 番線ホームを
通過します。運行情報については、娘曰く、ネットでも
調べられるそうです。ご興味のある方は、ぜひどうぞ。
最後に残念なおしらせがあります。多田浩二君より 5
月 31 日付で退会の届けが来ています。
以上で本日の会長の時間を終わります。

■クラブ協議会

年間事業計画
会長エレクト 立花 徳久 君

いよいよ、間近に迫って来ました。
先週は私も遂に赤いちゃんちゃんこを
着せられて、ここに居らっしゃる先輩
達に追いついて来たんだと感じました。
何とか諸先輩方に負けずにパワフルな
60 代を送りたいと思います。
7 月から新年度ですが、RI 会長のイアン・ライズリー
さんのテーマは「変化をもたらす」という事です。会長
挨拶では『2017-18 年度、
「ロータリーとは何ですか」と
いう問いに、私たちは「ロータリー：変化をもたらす」
というテーマで答えます。それぞれどのような方法で奉
仕することを選んだとしても、その理由は、奉仕を通じ
て人びとの人生に変化をもたらせると信じているから
です。新しい遊び場や学校をつくる、医療や衛生設備を
改善する、紛争仲裁者や助産師を研修するなど、私たち
はその活動が、人数が多かろうが少なかろうが、誰かの
人生をより良くしているのだと知っています。ロータリ
ー入会のきっかけが何であれ、私たちがロータリーにと
どまり続けるのは、ロータリーで充実感を得ることがで
きるからです。この充実感は、毎週、毎年、「変化をも
たらす」ロータリーの一員であることから湧き出てくる

ものなのです。』と結ばれています。
「変化をもたらす」に対して「良し」とする人も「違
う」という方もいらっしゃるかと思いますが、次年度 RI
会長の考えなので、私達もこれに従って参りたい。また、
変化をもたらす活動の一つに環境問題で「メンバー1 人、
植樹 1 本」との事業が掲げられていますので、皆さんと
協力して植樹をしたいと思います。

セットしました。濱守ガバーナー始め､パストガバナー、地
区の委員長・幹事が 5.6 名参列予定で、ハナミズキ 1 本と
由来の銘板を準備しています。植樹式への皆さんのご参列、
受け入れ計画へのご協力を何卒お願いし、報告と致します。

◆出席報告

/////

32 人中 16 人出席
出席率
59.2％

前回修正
62.9％
そして次年度 2520 地区ガバナーの藤崎さん、仙台の
6/9（金）ＩＭ記録誌編集委員会
藤崎デパートの社長ですが、やはり RI 会長考え方に沿 メーキャップ
上田穣君・谷村繁君・吉田和洋君・鹿討康弘君・橋川秀治君
って行こうとの方針です。そして「1 人で出来ないこと
も力を合わせれば実現可能である。将来の発展と未来を
◆ニコニコボックス
守っていくには世界的なチームワークが必要。この「チ
ームワークと協力の精神」を忘れずに実践して行きた ◇吉田 和洋 君『まだまだ、6 月末まで総会も終わりませ
い」と言われました。我々もこのチームワークと協力の ん。来週、その次の週と 2 週続けて夜例会となりますが、
皆様、宜しくお願いします。次年度、立花会長、阿部幹
精神を忘れずに行きたいと思います。
事様、舵取りをよろしくお願い致します。
』
次年度年間計画ですが、基本的に吉田会長年度に倣っ
て計画を作りました。ただ、一つ、10 月か 11 月に橋川 ◇鹿討 康弘 君『先週の平塚 RC 来花例会終了時刻 13:30
君の生まれ故郷の壱岐に行き、出来れば移動例会をした に 2 人目の孫が無事に生まれました。3 歳の長男は今の
ところ弟の存在を理解していないようで、ほとんど無視
いと考えています。すぐに計画を立てたいと思いますの しています。どうなることやら…。妻の誕生祝いありが
で、何とか協力して頂ければと思います。
とうございました。
』
7 月にはクラブ協議会で皆様から抱負を頂きますし、
25 日はガバナー公式訪問 3 クラブ合同昼例会で、花巻南 ◇阿部 一郎 君『次年度会長が久しぶりにやる気を出して
います。自分も非力ながら支えて行きたいと思います。
RC 中心に準備しています。8 月は新入会員卓話を、10 皆様にも絶大なるご協力をお願い致します。
』
月は聴き損ねたサプリメント卓話の第 2 弾、11 月はロー
タリー財団月間のお話をお願いしようと思っています。 ◇立花 徳久 君 『次年度の事業計画を発表させて頂きま
したが、まだまだ逃げたい気持ちでイッパイです。皆様、
（中略） 夜例会は菊の会との合同例会が我々としては 温かい目でよろしくお願いします。
』
夫婦仲良くの精神で良いかと思っていましたが、菊の会
◇三田 望 君『①遅刻 BOX。②立花エレクトの来年度の
は菊の会で開きたいとの要望もあるようです。それも尊 活躍を期待しております。
』
重し、合同例会は許可を得て企画したいと思っています。
私の独自性としては、心に余裕が持てるように音楽の ◇佐々木 史昭 君『いよいよ来週、5750 地区オクラホマ
から高校生 8 名と引率ロータリアン 2 名が 2520 地区に
例会、格調高い音楽を聴いて頂けるように趣味のジャズ
10 日間滞在し、花巻・北上エリアに 6/20～22 の 2 泊 3
は絶対ですが、ジャンル問わず幅広く、夜例会もクラッ 日で滞在します。ウエルカムパーティに加えて、両地区
シックの小編成を入れたら…と考えています。
交流 40 周年の記念植樹を行う事となり、花巻東高校に
皆で愉しむような年度としたいと思いますし、やはり ご協力頂いて敷地内に行う事になりました。
』
会員数が活動に必要なので、3 人の純増を達成したいと
思います。副会長の力も借りて、私なりのスタンスでや
◆第 3048 回例会のメニュー
って参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

■挨

拶

うん
うん

次年度 幹事

阿部 一郎 君

昨日、立花エレクトより、相談があると電
話を受け、行って見ると、次年度計画案がき
ちっと作ってあり、これでどうだと聞かれま
した。正直、作らないかもと思っていたので、
やる気になってるんだと少し安心しており
『茄子と厚揚豆腐
ます。ただ、お金勘定は苦手だと思いますの
そぼろあんかけ』
で、自分が頑張って行こうと思います(笑)
なるべく会費で回せるようにしますが、皆様
◆今後のプログラム
足りない時はよろしくお願いします。特に壱
岐に行くのは会費では出来ないと思います 6/21(水) 2520 地区オクラホマ交流 40 周年記念植樹
が、私は行きたいと思っております。ともか
花巻東高校 15:00～15:30（集合 14:50）
く一年間、皆様よろしくお願い致します。
◆今後のプログラム案
6/25(日)
花泉 RC40 周年

■委員会報告

2520 地区青少年交換委員会
副委員長 佐々木 史昭 君

来週、オクラホマから 8 名の高校生と 2 名
のロータリアンがいらっしゃいますが、急遽
花巻滞在中に 2520 地区とオクラホマ交流 40
周年の記念植樹をやることになりました。
先週末はアトランタ世界大会でしたが、そ
こでガバナー、地区委員長がオクラホマの方
と会われて決まったようで、準備依頼の連絡
がありました。松良千廣パストガバナーが花巻東高校に連
絡を入れてあり、21 日に花巻北高、ルンビーニ学園、市長
訪問のスケジュールを縫って、15 時～15 時半の間で植樹を

最終例会｢菊の会合同夜例会・新旧引継親睦
会｣やぶや
6/29(木) 次年度理事会 一平 2F 19:30～
7/4 (火) 理事会・慶祝：
『2017-18 年度 会長・幹事・
大委員長抱負発表』
7/11(火) クラブ協議会 『各委員長 抱負発表』
7/18(火) クラブ協議会 『事業報告・決算・予算』
7/25(火) 藤崎ガバナー公式訪問 3RC 合同例会
※ひろくん、国内で心臓移植手術成功！良かった～！
6/27(火)

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

