
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」 
第 30５3 回例会/No.03 2017 年 7 月 18 日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. ロータリーソング斉唱 
3. 昼食 
4. 会長の時間 
5. 慶祝 
6. 新入会員入会式 谷村 仁君 
7. クラブホーラム 2016-17 活動・決算報告 

2017-18 活動・予算計画 
8. ガバナー補佐公式訪問 ご挨拶と講評 
9. 幹事報告 
10. 出席報告 
11. ニコニコボックス 
12. 閉会点鐘   
  
・ハイライトよねやま ＶｏＩ.208 
       [公益財団法人ロータリー米山奨学会]  
・「盛岡いのちの電話広報 112 号」及び「事業要項」等

の送付について「社会福祉法人 盛岡いのちの電話」 
・九州北部豪雨災害に関する義援金拠出についての 

お願い           「ガバナー事務所」 
 

 
 

 
■四つのテスト 浅沼 幸二 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  
■副会長の時間「2 回/48 回」 鹿討 康弘 君 

みなさん こんにちは。 
副会長の鹿討です。立花会長が就
任 2 週目で「敵前逃亡」して欠席
となりましたので、会長代理で
「会長の時間」を務めさせて頂き
ます。この「会長の時間」のスピ
ーチには、何世代にもわたって進
化してきた伝統的な「型」とい 

ものがあると思っていたのですが、以前、浅沼君にお聞きし
たところ「自分の時は“今日は何の日”というテーマで一年間
通した」とおっしゃっていましたし、伊藤誠一郎君から佐 
々木史昭君、吉田直前会長の原稿を読み返してみても自由な
テーマでいいんだなあと改めて思いました。伊藤誠一郎君み
たいにユーモアたっぷりにのらりくらりと短くまとめる話
術は見事ですし、佐々木史昭君のようにテニスのグランドス
ラム(4 大大会)やゴルフトーナメントなど、その時々の話題
を盛り込みながら得意の国際色豊かでぎっちりと密度の濃
い内容は勉強になりましたし、吉田会長の真面目な性格その
まま、きっちりした報告、それとは対照的に三田さんから「あ
いさつのようであいさつでない」と評された立花会長の個性
あふれる自由なあいさつもあり、参考になったような、全然
参考にならないような……。 
あるベテラン会員の方からは「最近、いつからか会長のあい 
さつが長くなった」「もっと短くて良い」との意見も頂いて 
おります。あくまでもメインはプログラムなので会長の時間 

を簡単にして午後 1 時前には終了し、会員の卓話やゲストの
時間などに有効活用するべき、ある単会では「会長の時間」    
そのものがない単会もあるそうです。それはそれで立花会長
はとても喜ぶでしょうが、今後、考えていくべき課題だと思
いました。 
私が入会したのは、わずか 4 年前の 10 月。笹木賢治さん

の強いお誘いで入会しました。代わりにバーターで滝田さん
が倫理法人会に入会するのが条件という捨て身の覚悟で入
会させて頂きました。当時は笹木会長があいさつをしている
最中、スピーチを聴かずに大声で話をしたり、時にはヤジを
飛ばしたりする大先輩がいらっしゃって、こりゃとんでもな
い会に入会したなと、びっくりしたのを覚えています。第一
印象はあまり良くありませんでした。 
 さて、話題は変わります。「こども食堂」の話です。先週
の土曜日に盛岡のインクルいわて・こども食堂に弊社の総務
部員が行ってきました。一緒に七夕飾りを作ったりして楽し
かったようです。その際、山尾理事長とのお話の中で 8 月の
夏祭りに合わせて参加する親子に浴衣を着せたいとの思い
があり、浴衣の寄付を募っています。ところが、今のところ
思うように集まらなくて全然足りていないようです。皆様方
でもう着なくなった浴衣や帯、草履など小物などがありまし
たら、是非とも寄付をお願い致します。インクルいわての「ひ
とり親支援活動」には、こども食堂とコラボした「しゃいん
食堂プロジェクト」があります。子供が将来、勉強だけじゃ
なくて就労するときに多様な選択肢があることを学ぶこと
が目的です。地元企業の社員さん達が仕事の話をしたり、お
仕事体験したり、一緒にご飯を食べることによって、子ども
たちの世界と未来が広がります。今まで数社の企業が名乗り
を上げて実施されました。今回、9 月 23 日に共立精工にお
話が参りましたので、喜んで引受けることとしました。当初、
花巻ロータリーとして有志を募り参加したらどうだろうか
と思いましたが、会場が非常に手狭なので、あんまり大人数
で押しかけると身動きが出来なくなって、子どもたちに迷惑
をかけるので 3、4 人で行ってこようかと思います。 
今月、14 日には花巻市の社会福祉協議会が見学に行きま

す。いよいよ花巻のインクル版こども食堂が動き出した感が
あります。この活動は子供の貧困、ひとり親世帯、地域づく
りや就業支援、働き型改革、貧困対策など多くの要素を含ん
でいます。ロータリアンとして何をしなくてはいけないのか、
将来 75 歳になった時、人生を後悔のないように、しっかり
と真面目に支援していきたいと考えています。 

■慶 祝 
☆会員誕生日祝      ☆夫人誕生日祝 
16 日 伊藤 誠一郎君   1 日 佐藤 敦子さん   
 

 
 
 
  
   
 

■クラブ協議会（新年度抱負） 
☆職業奉仕大委員長抱負 （滝田 吉郎 君） 

会員の皆様の会社並びに先進企業、
魅力ある企業への職場見学を計画し
ておりますので、お声をかけた際に
は宜しくお願い致します。また、職 
業月間には何方かにゲストスピーチ 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

としておいでいただき講演をお願い致します。今年度、四つ
のテストは月初めのみの対応とします。宜しくお願いいたし
ます。                     

☆国際奉仕大委員長抱負 （上田 穣 君） 
国際奉仕大委員長は 15 年前に一度経
験しておりました。国際奉仕の活動は
現在花形と言われておりますが、一部
の方々のみが取組んで他の人達が立ち
入れない雰囲気があるので、ロータリ
ー情報誌等を介して情報提供を行いな
がら、皆様と一緒に勉強してまいりた
いと思います。また、今年度は当クラ 

ブの佐々木史昭君が、地区の国際奉仕委員会の中の青少年交
換（短期）小委員会の副委員長としての活躍が期待されます。
当クラブでも全面的にバックアップしたいと思っております。
更に当クラブの国際奉仕の各小委員会の皆様にも、それぞれ
活躍して欲しいものだと心から思っております。慣れない国
際奉仕の活動ですが、1 年間どうぞ宜しくお願いします。  
☆クラブ会報委員長抱負（藤田 勝敏 君） 

クラブ週報等の発行により、会員メン
バーのロータリークラブへの関心を促
し、出席の向上が図られるよう内容の
充実に努めてまいります。また、週報
作成を通じて各種行事の内容、意義を
具体的かつわかりやすく発信し、ロー
タリークラブ会員相互の親睦が深めら
れるよう努力します。しかしながら、 

まだまだ、経験、実力不足に付、会員皆様のご協力を仰ぎな
がら、先ずは期限内の発行に最善を尽くします。  
☆友好クラブ委員長・花巻ＲＣ奨学生委員長抱負 

（浅沼 幸二 君） 
平塚ロータリークラブと友好クラブ締結以来、32 年が経過し
ました。更に深い交流が図れるよう、来年、新入会員を優先
的に動員し公式訪問を展開していく方針です。そして、他ク
ラブの例会状況を学ぶ機会にしたいと思います。 

花巻ＲＣ奨学生委員長として、例年
どおりの活動を行ってまいります。
そして、奨学生から進学後、就職後、
楽しい報告が頂けられるようなスタ
イルとし、外部におおやけにするこ
となく花巻ロータリークラブの善意
で子供たちの気持ちを考えた活動に
徹してまいりたいと考えておりま 

す。一年間、ご協力を宜しくお願いいたします。 

☆会員選考委員長・人間尊重副委員長・米山奨学会 
委員長抱負（稲田 典之 君） 

推薦された会員候補者を次の事項に
ついて考慮し、迅速かつ慎重に審査
判断して理事会に報告します。    
①人格の評価②会社の信用度③奉仕                                                                    
の精神を理解しているか④例会出席
に支障ないか⑤会員間の協調性 
人間尊重副委員長として、佐藤委員       
長のもと協力し円滑な活動を行って              
まいります。米山奨学会委員長とし

て、米山奨学事業の理解に努めるとともに寄付金を集め、一
人でも多くの米山功労者を増やすべく取り組んで参ります。 
米山奨学生を例会に招いて、親睦をはかり激励します。   
☆職業奉仕委員長抱負（伊藤 誠一郎 君） 
           滝田大委員長の方針のもと、四つの

テストは月初めとし、また、会社見
学も確実に実施してまいりたいと思
います。一年間、宜しくお願いいた
します。  

 
 

☆国際奉仕委員長抱負（谷村 繁 君） 
1.國際奉仕、国際交流、国際理解を          
深めるための講和を行います。2.ホ
ットスプリングスビレッジＲＣとの
コンタクトを維持します。3.適宜、
青少年長期および短期交換留学生の
支援を行います。個人的には紫波町
の小学生とキッズイングリシュツに
取組み 7 年目となります。ロータリ 

ーとしての国際性を維持しつつ、上田大委員長のもと色々と
提案を行ってまいりたいと思います。どうぞ、ご支援、宜し
くお願いいたします。 

☆ロータリー財団委員長抱負（佐藤 良介 君） 
            ロータリークラブに入会し、丁度

20 年となりました。これからも、
どうぞ宜しくお願い致します。 
ロータリー財団は昨年度、100 周
年を迎えました。今年度は、会員
のロータリー財団への関心を喚起
し、ロータリー財団への寄付の奨
励に努めてまいります。 

1.ポールハリスフェロー誕生への誘い 2.準フェローの追加
寄付の勧誘 3.ふくろう募金箱の継続 

  

 
32 人中 13 人出席 
出席率 50.0％ 前回修正 69.2％ 
◇メーキャップ  
 6/29（木）次年度理事会 
 立花徳久君、佐々木史昭君、吉田和洋君、鹿討康弘君、阿   
 部一郎君、橋川秀治君、滝田吉郎君、上田穣君、藤田勝敏君 
 7/6（木）鈴木葵奈さん壮行会 
 佐々木史昭君、吉田和洋君、鹿討康弘君、横田裕之君、阿部 
 一郎君、橋川秀治君、滝田吉郎君  
＜立花 徳久君＞出張のため出席できません。申し訳ござい
ません。 

＜阿部 一郎 君＞幹事となって 2 回目の例会となりました。
皆様には用意不足でご迷惑をかけどおしですが、だんだ
んと正常に向かって修正していきますので、少々時間を
いただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

＜鹿討 康弘 君＞今回、第一回の「副会長の時間」でした。
いったい、今年度はこれから何回の「副会長」の時間を
つとめなくてはならないのか…とっても不安です。 

＜佐藤 良介 君＞本年入会 20 年となります。これからも
元気でロータリー活動を続けてまいりたいと思います。
ことしはロータリー財団委員長を務めますので、ご協力
を宜しくお願いいたします。夫人誕生日祝ありがとうご
ざいました。花巻で初の国際大会として開催しました第 5
回東アジアＵ22 ハンドボール選手権も日本男子が初優勝
を遂げ大成功 のうちに終了しました。皆様のご支援に心
から感謝申し上げます。 

＜伊藤 誠一郎 君＞ 
  誕生日プレゼントありがとうございました。 
 
◇第 3052 回例会のメニュー 
 
 
 
 
 
 
 

『天ぷら定食』 
 
 
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 


