
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」 
第 30５2 回例会/No.02 2017 年 7 月 11 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. 慶祝 
6. クラブ協議会（各委員会委員長抱負発表他） 
7. 幹事および委員会報告 
8. 出席報告 
9. ニコニコボックス 
10. 閉会点鐘   
  
・クラブ創立 40 周年記念式典及び祝賀会の御礼 

[花泉ロータリークラブ 会長 遠藤哿子] 
・2017 年度上期普通寄付金のお願い   [公益財団
法人ロータリー米山記念奨学会 理事長 小沢和彦]  

・米山奨学会 ホームカミング制度の案内［米山奨学会］ 
・「やまだの作文・第 54 集」の送付  

［山田ＲＣ 会長 生駒利治］ 
（以下、ガバナー事務所より） 
・2017-18 年度諸報告書式ご送付の件について 
・国際ロータリー2520 地区 2017-18 年度ガバナー事

務所開設のご案内 
・2017-18 年度地区資金（前期）送金のお願い 
・ガバナー月信のご案内  

  
 
 

 
■四つのテスト 佐藤 誠吾 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  
■年度開始恒例のコーラで乾杯（立花 徳久 君） 
      今年一年間、無事やり遂げますように、 

皆さんのサポートを期待して、乾杯！ 

 
 

■会長の時間「1 回/47 回」 立花 徳久 君 
記念すべき第一回目の会長の時間です。い
よいよ新しい年度が始まりました。前年度
吉田会長はきっちりと会長職をやり遂げ勉
強になりましたので、私も前吉田会長を見
習いながら今年度頑張って参りたいと思い
ます。一方で私はまだイマイチ会長職がピ
ンと来ていませんが、それでも会長の時間
は来てしまいました。さすがに逃げるわけ
にはいかないので、まな板の鯉の心境で開

き直って頑張るしかないと考えております。と言うことで、
私の勝手な話をさせて頂きます。 
先日、ある方からＳＰレコードを 100 枚程譲られました。

多分若い方々はＳＰレコードのことを知らない方も多いと 
思います。レコードというとＬＰレコードしか聞いたことが
無いと言う方が多いでしょう。ましてや、レコードをかける

プレイヤー自体が無くなっている時代であります。ＳＰレコ
ードというのは、回転数が 78 回転というＬＰレコードの 33
回転と比べれば倍以上の回転速度で回るレコードで、非常に
雑音も多く記録できる周波数帯も非常に狭い記録媒体です。
そして落とせば割れるようなもろい素材であります。それで
も約 100 年以上前には、音声を記録して残せるということは
非常に画期的なことでありました。ＳＰレコードを聞きます
とあの雑音の中に入っている演奏がなんとも味のある音が
しております。多分、この当時の方々はＳＰレコードを聴き
ながら自分の想像力を発揮してコンサートホールの音を聞
いていたのだと思います。 
現在の高度な様々な情報が私達の周りにはいっぱい入っ

てきます。想像するまでもなく、そのまま音声を聞くことが
出来ます。それはそれでほんとうに素晴らしいことだと思い
ます。ですが、思いを馳せるという意味では想像力は非常に
重要なことだと思います。想像力が人間を育ててきたのでは
ないかと思います。私もこれから妄想ではない想像力を育て
ていきたいなと思っております。 
拙い私ではありますが、今年一年よろしくお願い致します。 

■慶 祝 
☆夫人誕生日祝い 
４日 吉田優子さん 

 
■米山奨学金「コウシヘイさん」への奨学金授与 

<コウさんより近況報告> 
「現在、毎日、授業へ行って 
一生懸命勉強しています。 
たくさんのレポート、宿題 
をもらいました。一杯勉強                   
することができ嬉しいです。 
ありがとうございます」    
 

■クラブ協議会（新年度抱負） 
☆会長抱負 （立花 徳久会長） 

この度、2017-2018 年度（第 64 期）花巻
ロータリークラブの会長を仰せつかりまし
た。1954 年 6 月に創設されて以来、長い
歴史と伝統を育んで来ました当クラブの会
長は重責でございますが、身を引き締めて
務めさせて頂きます。 
今年度、イアン・ライズリーＲＩ会長のテ
ーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
ございます。イアン・ライズリーＲＩ会長

は次のように述べています。「環境の持続可能性がロータリ
ーの懸念分野ではないといえたのは昔の話です。今や環境問
題はあらゆる人にとって懸念すべきことです」会長はさらに、
7 月 1 日の新年度開始から 2018 年 4 月 22 日の「アースデ
ィ」までの期間に、各クラブで会員数と同じ数の植樹をする
よう呼びかけました。木を植えることで空気中から二酸化炭
素やそのほかの温室化ガスを除去し、地球温暖化のスピード
を和らげる効果がありますと述べております。この方針に沿
って植樹を進めたいと考えております。当クラブの今年度の
テーマとしては、親睦を深めロータリーを学び奉仕活動をさ
せて頂きたいと思います。我クラブの 64 年間の歴史と伝統、
引継いでいくべきロータリーの概念をしっかり学び、本来の
目的である奉仕活動を実践して地域社会に貢献していきた
いと思います。そして、ロータリアンならではの親睦活動も
大いに楽しみましょう。私の大好きな音楽を夜例会に入れさ
せて頂きたいと思います。ＥｎｊｏｙＲｏｔａｒｙの気持ち
で充実したロータリーライフをおくれるように微力ながら
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

阿部一郎幹事と共に精一杯頑張る所存でございますが、至ら
ぬ点も多々出てくると思います。どうぞ、寛容の精神でお許
しいただき、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま
す。また、10 月に橋川君の故郷の壱岐に移動例会を予定し
ておりますので、奮ってのご参加をお願い致します。 

☆幹事抱負 （阿部 一郎 幹事） 
今年一年、幹事として引き締めながら会の運営
にあたっていきたいと思います。本日の理事会
に予算を提出来なかったので、今週中に予算を
策定し関係各位にメール対応の上、25 日の予算
提出に向け意見の交換をさせて頂きます。色々
とご迷惑をかける場面が多々あると思いますが、
会長共々、今年一年間宜しくお願い致します。  

☆会長エレクト兼会員増強委員長抱負（三田 望 君） 
会長を支えながら来年度に向けて会を盛り上げ
ていきます。同時に会員拡大の委員長も兼ねて
おり、誠吾さんの力を借りながら 5 社位の入会
を目指します。（うち女性会員 2 社）入会情報
がありましたら、是非お声をかけて頂きたい。
また新入会員の勉強会ファィアー・サイド・ミ
ーティングを吉田情報委員長と年 4～6 回程度

の開催を考えております。そこでロータリーの良さ、面白さ、
意義、ロータリーで出来ること等を共有しながら、会員増強
と合わせて活動を進めていきます。  
☆副会長兼クラブ奉仕大委員長抱負（鹿討 康弘 君） 

副会長としてクラブ奉仕大委員長を仰せつかっ
ており、ロータリーの目的に適った円滑な例会
運営、またクラブ活動を行ってまいります。特
に例会はロータリーを体験する主な場でありま
すので、参加型の楽しい例会となるよう立花会
長をサポートしていきたいと思います。 
 

☆社会奉仕大委員長抱負（笹木 賢治 君） 
市内の社会奉仕団体との交流を深め社会に奉仕
を行いながら、①花巻 RC カップ小学生バレー
ボール大会では横断幕を活用し、同大会参加者
へロータリークラブの主旨目的をアピールして
いく②「わたぼうし様」への支援を継続する③
市内の各施設の見学もしくは各方面から例会に
講師をお招きして講演会等を計画しています。  

☆青少年奉仕大委員長抱負（橋川 秀治 君） 
今年は変化を与えるということで、従来の活動
に加えてロータリーアクト、インターアクトの
活動を検討してみます。具体的には花巻に計画
中の子供食堂へ花巻北高校と花巻東高校の学生
達と協力し支援していく。また、子供達に企業
訪問で知見を広めて頂くことも検討しています。
長期交換留学生のカーラさんとの交流にも努め

てまいりたいと思います。  
☆会場監督兼プログラム委員長抱負（佐々木 史昭 君） 

先ずは７月末のガバナー公式訪問を控え、今後
協議会を煮詰めていきます。次に立花会長の強
い意向で行われる予定の音楽を交えた夜例会を
菊の会様と合同で年間 4～5 回位計画しており
ますし、最大の今年度の目玉であります壱岐へ
の移動例会を 10 月最終週（日～火）実施にむ
けて調整中であります。早い段階でのプログラ

ム掲載を目指しておりますので、宜しくお願い致します。  
☆ロータリー情報委員会委員長（吉田 和洋委員長） 

・新入会員をメインに会員を含めロータリーに
ついて理解向上を目的に、ロータリー関係冊子
の利用や諸先輩方との親睦も図りながら交流を
深められるような場を適宜開催したいと思いま
す。また、地区協議会・地区大会やその他行事
への参加を通じ、ロータリー活動への関心を深
め、会員間はもとより他ロータリアン等との交

流や情報交換も出来るよう、参加を促してまいります。諸先
輩の温かいご理解、ご協力をお願いいたします。 
 

 
32 人中 16 人出席 
出席率 59.2％ 前回修正 59.2％ 
◇メーキャップ なし  
＜立花 徳久君＞ いよいよ新年度が始まってしまいました。
前年度吉田会長ご苦労様でした。非常に不安で一杯ですが、
結構楽天的に考えております。では、皆様、今年一年間、
よろしくお願いします。 

＜阿部 一郎 君＞ 本日より新年度開始となります。新しい
顔は頼りなく思われると思いますが、だんだんとなれて
くれれば良いかなと思います。一年間よろしくお願い致
します。 

＜三田 望 君＞ 立花会長年度いよいよスタートですね。精
一杯サポートをさせていただきます。明るく、楽しく、
前向きにやりましょう。 

＜三田 望 君＞ 花泉ロータリークラブの 40 周年に行っ
て参りました。その際、吉田会長に往復車で乗せて戴い
た事に感謝して、ＢＯＸさせて頂きます。 

＜佐藤 誠吾 君＞ 副幹事ということで、大変責任を感じ
ております。遅れをとりもどせるよう、一年間がんばりた
いと思います。 

＜鹿討 康弘 君＞ 記念すべき立花年度、第一回例会です
が、ギックリ腰をやってしまいました。朝の散歩の時、
いつも稲荷神社で鹿討家だけの家内安全を願い拝むので
すが、昨日の朝に限り「全世界の紛争なき平和」を願っ
たのが悪かったのかと反省しております。昨夜は全く歩
けずトイレに間に合わないかと思いました。立花会長、
阿部幹事の船出を祝います。 

＜滝田 吉郎 君＞ 立花会長の個性あふれる例会を楽し
みにしています。早退します。 

＜上田 穣 君＞ いよいよ新年度が始まりました。吉田前
会長お疲れ様でした。立花会長、阿部幹事、はりきって行
きましょう。楽しい一年になるよう期待しております。都
合により早退となりますので、次週に大委員長抱負を行い
ます。 

＜谷村 繁 君＞ 高橋葉子さん、昨年度はスイカありがと
うございました。年バッチありがとうございます。コカ・
コーラで年始めの乾杯ありがとうございます。 

＜吉田 和洋 君＞ 妻への誕生祝いありがとうございます。
又、昨年一年間ありがとうございました。今日から景色が
変わります。ご協力に感謝申し上げます。立花会長、阿部
幹事の安全飛行をご記念します。 

＜佐々木 史昭 君＞ 立花丸の船出を心よりおよろこび
申し上げます。一年間の会場監督、会長の意向に沿うよう
頑張って努めます。 

＜谷村 仁 君＞ 今月より正式に会員となりましたので、
よろしくお願いします。7 月は鮎が解禁となりました。今
後の豊漁を祈念しています。 

＜横田 裕之 君＞ 本日、7 月 4 日、日本生命の誕生日で
す。日頃はお世話になっております。明治 22 年 7 月 4 日
創業で 128 年目となります。日頃の感謝を申し上げます。 

 
◇第 3051 回例会のメニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ポークチーズのパン粉焼きトマトソース 
 
 
 
7/18(火) クラブ協議会『事業報告・決算・事業計画・予算』  
7/25(火) 藤崎ガバナー公式訪問 3RC 合同例会 

クラブ会報委員会    
委員長：藤田 勝敏（今回担当）  副委員長：横田 裕之 

AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘   

 

◆出席報告   ■ニコニコ Box 


