
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」 
第 30５4 回例会/No.04 2017 年 7 月 25 日 
第 2520 地区第 2 分区 藤崎ガバナー3 クラブ訪問例会 

               
 

1. 開会点鐘 
2. 国家斉唱  
3. ロータリーソング斉唱 
4. 四つのテスト 
5. ビジター紹介 

RI 第 2520 地区  藤﨑 三郎助ガバナー（仙台ＲＣ） 
           菊谷 誠地区幹事長  （仙台ＲＣ） 
RI 第 2520 地区第 2 分区 伊藤智仁ガバナー補佐 

   （花巻南ＲＣ） 
6. 会長の時間（歓迎の言葉） 
7. 幹事報告 
8. 委員会報告 
9. 出席報告 
10. ニコニコボックス 
11. ガバナー講評 RI第2520地区 藤﨑 三郎助ガバナー 
12. 閉会点鐘  
※例会終了後記念撮影   

  
・創立 50 周年記念式典・祝賀会のご案内 

[大和ＲＣ 会長 伊藤新一] 
・第 14 回日韓親睦会議参加のご案内とお願い   

[日韓親睦委員会 委員長 市川 伊三夫] 
・RYLA のご案内              [ガバナー事務所] 
・33th WORD CHAMPIONSHIP CYCLING TO SERVE 
2017                               ［国際ロータリー］ 
・地区・クラブ・委員会カード更新手続きのお願い 
［2016-17 年度ロータリーカード・ゾーンコーディネーター］ 
・花巻市防犯協会役員交代について(ご連絡) 

［花巻市防犯協会 会長 上田東一］ 
 

 
 
 
■会長の時間「3 回/48 回」 立花 徳久 君 

みなさん、こんにちは。先週お休みを 
頂きまして、会長就任 2 週目にして欠 

席がつきました。実は仕事の関係で海 

外へ行っておりました。現在、私が運 

営している介護施設ではヘルパーさん 

が不足し非常に困っております。その時にフィリピンには介 

護関係者で日本に来たい方々が多くいらっしゃると聞いたの 

で、介護施設を運営している 3 名と一緒にフィリピンの日本 

語学校、介護関連学校を回りディスカッションをおこなって 

きました。フィリピンの方々は言語の習得に長けクリスチャ 

ンの国でもあることから、弱者への施しの精神、弱者を助け 

る気持ちを兼ね備えており、介護へ従事する際の素質は元々 

あるなと感じ好感度を持ってきました。そして、私が介護に 

携わる際に一番素晴らしいなと感じたたことは、ラテン系の 

明るい性格、時々、落込み、激高することはあるものの、直 

ぐに切替えができ、元の性格に戻れるところです。私達は訪 

問中に日本に相応しい人達をある程度ピックアップし、声を 

かけてきましたので、迷わないで我々のもとへ来て頂ければ 

いいなと願っているところであります。しかし、他の同業者 

も訪問し、声をかけているようで、争奪戦の様相となってお 

り、表向きは良い返事をくれましたが、実状は蓋をあけてみ 

なければわかりません。が、感触としては非常に良い感じを 

得ることが出来ました。但し、日本で勤務するには事前に日 

本語検定の合格が必要です。試験合格に向けて語学学校での 

勉強が必要なため、授業料の金銭負担等、解決しなければな 

らない問題があります。しかし、将来的に日本の若い労働者 

は減少していくため、人の補充は必要であり、我々経営者は 

この問題を解決しなければ、会社経営の継続が困難となりま 

す。フィリピンは若い国でかつ子供も多く、今後、日本に労 

働力を提供してくれる国と感じでまいりました。本日は伊藤 

智仁ガバナー補佐にお越し頂き、昨年度の活動、今年の活動 

計画に対し講評を頂きます。どうぞ、宜しくお願い致します。 

■慶 祝 
☆在籍表彰       
佐藤良介君（20 年）谷村繁君（18 年）稲田典之君(18 年) 
   
 
 
 
 
阿部一郎君(4 年) 戸来昭浩君(2 年)  
 
                            

                                    

       

 

新入会員入会式 （新入会員 谷村 仁君） 

立花会長より、新入会員の谷村仁君にロータリーバッチと手

帳等のロータリーセットが授与されました。谷村君より、あ

らためて入会の喜びと抱負が述べられました。 

 
 
 
 
クラブフォーラム 
☆２０１６-１７活動・決算報告 
  活動報告（吉田 和洋 直前会長）  

配布資料に基づき、吉田前会長より
2016-2017 年度活動報告について説明が
ありました。今年度は 47 回の例会を開催し
ました。また、当クラブホストとして第 2
分区インターシティミーティング花巻を 

『包括的子ども食堂 共生社会の実現にむけて』をテーマに
NPO 法人インクルいわて山屋理事長様をお迎えして開催し
た外、花巻南ロータリークラブ 50 周年への対応や、友好ク
ラブである平塚ロータリークラブ 60 周年へ出席しての来賓
祝辞等、大変濃い一年を過ごさせていただきました。関係し
ていただいた皆様、鹿討幹事をはじめ花巻ロータリークラブ
理事・会員、菊の会の皆様とご家族のご理解ご協力をいただ
き、そして支えていただき感謝いたします。裏方で支えてい
ただいた、高橋事務局にも感謝します。今後も花巻ロータリ
ークラブの親睦と奉仕活動が活性化していけるよう、微力な
がらも努めてまいりたいと思います。一年間ありがとうござ
いました。(詳細は配布資料の 2016-17年度活動報告を参照) 

花巻ロータリークラブ 週報 
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事務局：〒025-0075   岩手県花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内 0198-41-1133 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

決算報告（鹿討 康弘 直前幹事） 
2016-2017 年度一般会計、ニコニコボックス会計につい
て説明があり、拍手をもって全員一致にて承認されました。 

☆２０１7-１8 活動・予算計画 
  活動計画（立花 徳久 会長） 

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。我がクラ 
ブの 64 年間の歴史と伝統、引き継いでいくべきロータリ 
ー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。 
そして私の好きな音楽を夜例会の時に入れさせて頂きた 
いなと思っております。Enjoy Rotary の気持ちで充実し 
たロータリーライフを送れるように微力ながら阿部一郎  
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頂き 
ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

(立花会長の新年度抱負の詳細は、花巻ロータリークラブ週  

報第 3052 回例会/№2 2017 年 7 月 11 号に掲載) 

予算報告（阿部 一郎 幹事） 
2017-2018 年度一般会計はＲ・Ｉ人頭分担金の増加が見込

まれるため予備費で調整しました。ニコニコボックス会計

は支出の部で植樹費用を予算計上していなかった為、社会

奉仕費に追加計上のうえ、青少年奉仕と予備費予算で調整

することとし、拍手をもって全員一致にて承認されました。 

☆伊藤智仁ガバナー補佐 ご挨拶と講評 
今年度はガバナー補佐として、皆様
と顔を会わせる機会が増えると思い
ますので、どうぞ宜しくお願いいた
します。花巻ＲＣは多くの委員会を
抱えながらも頑張っているとの印象
です。各委員会には一年間の活動を
通して、何かしら形に残る取組を期 

待しております。来週 7 月 25 日にはガバナーの訪問が予定
されており、ガバナーからは今年一年間の活動内容について
説明があると思います。活動内容に対するご質問等は、その
際におこなって頂ければ幸いです。そもそもロータリー自体
は機関としては、国際ロータリー機関と単会のロータリーク
ラブしかありません。あくまでもＲＩで決められた事柄を全
体として守る、各々のクラブが決めた事柄を各々のクラブで
守る、その流れで進むことになります。ライズリー会長の話
の中にも、「ところでロータリーとは何か」といった話題が
書出しにありました。我々もロータリー活動を説明するうえ
で「ロータリーとは何か」という課題に出くわすことがあり
ます。そこでロータリーが共通して掲げていることは重点分
野として①平和の推進②疾病との闘い③きれいな水の提供④
母子の健康⑤教育の支援⑥地域経済の成長、これは世界で共
通して取組み、「グローバル補助金」と称して財団がしっか
りと推進しております。実は以上の取組が具体的にどういう
事を行っているかということを（例えばポリオの撲滅）、忘
れないで確認して頂きたいと思います。ＲＩには 120 万の会
員の方々が一人当たり 61.5 ドルのお金を拠出しています。ロ
ータリーは国際ロータリーという機関があって、いろんな活
動はロータリー財団が行っております。そして、国際ロータ
リーはその資金で自分達の事務経費を賄いつつ、一方で活動
する資金を国際ロータリー財団に寄付をお願いする、といっ
た流れで進んでいます。我々は事務経費の部分で最初に関わ
って、いろんな情報提供をうけながら財団にも寄付をしよう
かなということで、活動がしっかりと出来てくるという前提
があります。つまり、ＲＩの活動としてはこんな活動をして
おり、我々はその活動にこんな形で関っているという前提が
あって、その他に地区としてこんな活動を行っているという
順序立てが奉仕団体として必要です。よって、ＲＩの共通課
題をしっかりと認識し関わりながら、トーンダウンしない奉
仕活動が必要となります。ガバナー補佐としての役割は、皆
様に各種情報をお伝えしながらメーキャップを通して、情報

に触れられる機会を設けてまいりたいと思います。ＲＩ活動
を中心としながら、各クラブ独自の奉仕活動をセットで実践
していくことが大切です。頑張ってまいりますので、宜しく
お願いいたします。 
  

 
32 人中 15 人出席 
出席率 57.6％ 前回修正 61.5％ 
◇メーキャップ なし 

＜立花 徳久君＞伊藤智仁ガバナー補佐、公式訪問ありがと
うございます。今後とも御指導よろしくお願いします。 
＜阿部 一郎 君＞伊藤ガバナー補佐、訪問ご苦労様です。
来週のガバナー訪問、宜しくお願い致します。年バッチあ
りがとうございます。今年度は頑張りますのでよろしく。 

＜鹿討 康弘 君＞伊藤 G 補佐、本日は公式訪問ありがとう
ございました。昨日は、ほぼ丸一日、3 歳の孫のお世話を
しました。昼食は 2 人でホットケーキを作り、午後は暗く
なるまで遊んで回復に向かっていましたギックリ腰を、ま
た、痛めてしまいました。とても、疲れています。 

＜佐藤 良介 君＞伊藤智仁ガバナー補佐、本日は公式訪問
ありがとうございました。一年間のご活躍をお祈り申し上
げます。在籍 20 年バッチありがとうございました。 

＜吉田 和洋 君＞伊藤ガバナー補佐のご来訪を歓迎致し
ます。一年間宜しくお願い致します。ロータリー会長、PTA
会長と終わったのに予定が減りません。優先順位の問題だ
ったと実感しました。 

＜佐々木 史昭 君＞伊藤智仁ガバナー補佐をお迎えして
のガバナー補佐公式訪問、いよいよ新年度が本格始動しま
す。花巻ロータリークラブが益々隆盛する一年となります
よう、会場監督、プログラム委員長として貢献したいと思
います。 

＜上田 穣 君＞伊藤智仁アシスタントガバナーにおかれ
ましては、ようこそ花巻 RC へ大歓迎です!いよいよ来週は
ガバナー公式訪問ですね。どうぞ、宜しくお願いいたしま
す。また、新入会員の谷村さんの活躍も期待しております。 

＜稲田 典之 君＞在籍表彰ありがとうございます。あっと
いう間の 18 年目です。これからも、宜しくお願いします。 

＜滝田 吉郎 君＞先日、花巻市民プール管理棟改修塗装奉
仕に対し、花巻市より感謝状をいただきました。 

＜谷村 仁 君＞本日、入会式を開催していただき誠にあり
がとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
今日は局裏にあるこども稲荷神社の宵宮祭が開催される
ので天候を祈るだけですが、時間のある方は是非遊びにき
て下さい。 

＜藤田 勝敏 君＞息切れしないよう、一年間頑張りますの
で、皆様のご協力をお願い致します。 

 
◇第 3053 回例会のメニュー 

 
 
 
 
 
 

『ビーフカレーライス』 
 
 

8 月  1 日(火)慶祝、米山奨学金贈呈、慶祝者スピーチ 
8 月  8 日(火)会員卓話（藤田勝敏君予定） 
8 月 15 日(火)休会、 
8 月 22 日(火)会員増強・新クラブ結成推進月間  

会員増強委員長 三田 望君 

定例例会の前に伊藤ガバナー補佐出席のもと、会長、
直前会長、大委員長、委員長より、活動計画の報告があ
りました。  

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 

◆伊藤ガバナー補佐公式訪問 委員会 (7/18) 

) 

◇伊藤ガバナー補佐公式訪問 委員会 (7/18) 


