
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

8 月 RI 月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進期間」 
第 30５5 回例会/No.05 2017 年 8 月 1 日 

               
 

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. 会長の時間 
6. 慶祝・慶祝者スピーチ 
7. 米山奨学生「コウ シヘイさん」へ奨学金贈呈 
8. 幹事および委員会報告 
9. 出席報告 
10. ニコニコボックス 
11. 閉会点鐘   
  
・活動計画書         [花巻北ロータリークラブ] 
・「第 16回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

[ロータリー囲碁同好会] 
・青少年(長期)2017-18年度来日生ホストファミリー 
引渡し式のご案内           [国際ロータリー] 

・8月ロータリーレート 1ドル=111円 
     [ガバナー事務所] 

・南部酒屋唄プロジェクトの CDリリースお知らせ 
[ガバナー事務所] 

・公式訪問(お礼) 
[国際ロータリー第 2520地区ガバナー 藤﨑三郎助] 

  
 
 

 
 
 
■四つのテスト 稲田 典之 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  
■ビジター紹介 鹿討 康弘 君 
  藤﨑ガバナー   菊谷幹事長  伊藤ガバナー補佐  

 
 
 
 
 
 
■会長の時間「4 回/48 回」立花 徳久 君 

藤﨑ガバナーをお迎えしての 3RC 合
同例会でのご挨拶、非常に緊張しており
ます。先程、藤﨑ガバナーから日本の平
均年齢が 60 歳を超えているとのお話を
聞きましたが、RCの平均年齢は何歳か調
べてみたいと思いました。過日、私、フ
ィリピンに行ってまいりましたが、子供

たちの総人口に占める割合が高く平均年令は 23 歳なそうで
す。現在、フィリピンではバブルの現象が起こっており、今
後、この子供達が成長するに従い更に国力が増していくもの
と思いました。やはり、国力の源泉はマンパワーであること
を痛感させられました。今後、日本も人口を増やす施策が必
要であり、人口が減る一方では国力が低下するのではないか
と心配しております。人口減少の問題は我々現世代にも責任
はありますが、今後は子供達の世代に問題の解決を期待する
ところであります。 
本日は藤﨑ガバナー様、菊谷地区幹事長様、御来花、本当

にありがとうございました。歓迎いたします。藤﨑ガバナー
の公式訪問は今回で 10 クラブ目とのことです。これから先
は長いと思いますので、お体を大事にそしてロータリーを楽
しみながら、各クラブの事業活動内容を聴取する中で素晴ら
しい事例があれば我々にも是非フィードバックして頂き、よ
り良いロータリーライフを送ることが出来るよう、ご指導を
お願いします。本日はどうぞ、宜しく、お願いします。 

 
■2520 地区 藤﨑 三郎助ガバナーご講演 

花巻 RC、花巻北 RC、花巻南 RCの
皆様、こんにちは。国際ロータリー第
2520 地区 2017-2018 年度ガバナー
を拝命しております、仙台 RC の藤埼
三郎助と申します。どうぞ、宜しくお
願い致します。只今、花巻ＲＣの立花
会長さんから、大変ご丁寧なご挨拶を
頂きまして、ありがとうございます。  

先程、例会が始める前に 3クラブ合同のクラブ協議会を開
催させて頂きました。3 クラブとも大変素晴らしい計画をお
立てになり、立花会長さん、岩井会長さん、八森会長さん、
御三人方の会長さんのご指導のもと本年度も順調な活動を
スタートさせたこと、心よりお喜び申し上げます。 
さて、私ども 2520地区の本年度の活動がスタートし、は

や 1 カ月が経過しました。2520 地区には 80 のクラブがあ
り、本日の公式訪問が 10 クラブ目となります。引続き、体
に気を付けて皆様のお役に立てるよう各クラブを訪問させ
て頂きたいと思います。ガバナーの役目は一言でいえば「ク
ラブの決定事項をどうやってサポート出来るのか。そして、
クラブの皆さんが活動するためにどういう事を地区として
応援出来るのか。その事をしっかりと出来るようにすること
が、ガバナーの役目である」と RI 会長から仰せつかってお
りますが、私は全世界に 539人、ウチ日本に 34人おります
ガバナーの一人でございます。要するに地区が何をやるかと
いうよりも、各々のクラブがいろいろな活動を行っていく中
で、各クラブの良い事例、各クラブの困っていることに対し
コーディネーター的な役割を行うことがガバナーの仕事と
認識しております。 
  
続いて、藤埼ガパナーより今年度の RI会長イアン H.S.ラ

イズリー氏からのメッセージについて、説明がありました。 
(RI会長イアン H.S.ライズリー氏のメッセージは、ロータリ 
ーの友、GOVERNORS‘MONTHLY LETTERへ掲載されて 
おり、以下、講演内容を要約します) 

 
・「ROTARY:MAKING A DIFFERENCE」（ロータリー変化 
をもたらす）について…120万人、206か国の会員一人 
ひとりが、独自の目標と優先事項を掲げ活動しており、独 
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◆幹事報告 

 
◆第 3054 回（7/25）藤﨑ガバナー公式訪問 
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 2017-2018 年度 RIテーマ 

◆例会プログラム 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

自の解釈で構いません。  
・具体的には RI会長方針として三つ 
の大きなテーマと各 25の項目が 
あり、その 3つの優先項目ごとに 
各々4項目以上の目標を選択し一 
年間の活動を実行して頂きたい。  
・クラブの活動が原点であり、各ク 
ラブのサポートをしっかりやって 
いきます。そしてクラブは会員の 
増強を図る中で若い会員を増やし、 
また、退会する会員を減らすことも 
重要です。（日本の RCの会員数はピークの 13万人から、
現在は 8.8万人まで減少している。また、2520地区で会員
数が 30人を下回るクラブは全体の 67％を占めています）  
・人道的見地からの活動、行動を行って頂きたい。(例えば、
ポリオの撲滅、水と衛星、母子の健康、紛争解決の問題等)  

・ロータリーの活動を通して、ロータリーの公共イメージを
向上させ、社会からの認知度を高めて頂きたい。  

・クラブの活動内容をロータリーセントラルに登録して頂き
たい。マイロータリーを十分に活用して頂きたい。そして、
ロータリーの活動が世界人類に貢献し、我々がその一翼を
担っている自負を共通認識として持って頂きたい。  

・3年に一回発行しているロータリーのバイブル「2016手
続要覧」を役立て活用して頂きたい。  

・報告事項として、7月 13日、ウガンダ出身の会長エレク
トのサムＦ.オオリ氏がご逝去されました。  

・若い会員、女性会員を増やすことが一つのテーマとして掲
げられておりますが、ロータリーの活力を増すためにも女
性会員を増やすことに注力して頂きたい。 
 
脈絡のない話を続けておりますが、3ＲＣの皆様は大変 

 素晴らしい計画をお立てになっておりますので、地区とし
てはどういうお手伝いが出来るかがメインであり、様々な
形でお手伝いをさせて頂きたいと思います。何なりと申し
つけ頂きたいと思います。 

 
最期に皆様へのお願いですが、イアン H.S.ライズリー会 

長がおっしゃっている「地球環境の継続、環境の維持」を 
踏まて、2018年 4月 21日、22日開催予定の地区大会ま 
でに各会員が少なくとも 1本の植樹をするようお願い致 
します。この活動によって、必ず地球環境へ良い影響をも 
たらします。各クラブの活動の中にも植樹を計画に入れて 
頂いておりますが、また、地区大会においても植樹を行う 
機会を設けサポートしたいと思います。 
 
６月に開催されたアトランタの国際会議で、四つの標語 
が書いてありました。 
①コネクト(絆)②エンドポリオ（ポリオ撲滅）③トランス 
フォーム（変化、変革）④インスバイアー（元気づける） 
四つの標語を踏まえながら、今年度のロータリーの活動、 
を行ってまいりたいと思います。 
 
繰り返しとなりますが、地区というのは皆様方各クラブ
が活動を推進するために、いかにお手伝いが出来るのかが
主眼でありまして、ガバナーもその役割を担っているわけ
です。活動を行ううえで相談、困った事がありましたら、
遠慮なくガバナー事務所にご連絡頂ければ相談に乗りたい
と思います。今後とも、宜しくお願い申し上げます。 

 
  最後に、今から 36年前の第 252地区の時代（1982-83
年度）の地区ガバナーは私の父でございまして、その時に
ご不快な点を与えた当時の会員の方がおられましたら、息
子の私が代わってお詫びに参りました。 

 
本日はありがとうございました。 

■伊藤ガバナー補佐より藤﨑ガバナーへ記念品の贈呈 
花巻の合言葉は「丈   
夫な体をもち」です。 
是非、これからの 
様々な活動、元気に  
活躍して下さい。 

 
 

32人中 18人出席 
出席率 62.9％  
前回修正 66.6％ 
◇メーキャップ なし 

◆出席報告   ■ニコニコ Box 
 
＜立花 徳久君＞  
藤崎ガバナー、菊谷地区幹事長、ご来花、
有難うございます。今年度の事業のご指
導を参考にして活動してまいります。あ
りがとうございました。 

＜阿部 一郎 君＞ 
藤崎ガバナー、菊谷地区幹事長、伊藤ガバナー補佐、3ロ
ータリー合同訪問、ご苦労様でした。各ロータリーの活
動が解り、大変参考になりました。 
今年度、花巻ロータリーも活発な活動を行ってまいりま
す。宜しく、お願い致します。 

＜吉田 和洋 君＞ 
藤崎ガバナー、菊谷地区幹事長のご来花を歓迎致します。
一年間、楽しい運営を宜しくお願いします。 

＜佐々木 史昭 君＞ 
 藤崎ガバナー、菊谷地区幹事長の花巻 3ＲＣ合同公式訪問
を心から歓迎致します。自分も地区青少年交換委員として
青少年奉仕頑張ります。 

 
◇第 3054 回例会のメニュー 
 
 
 
 
 

『中華御膳』 
 
 
 
 
8 月 8 日 (火) 会員卓話 担当  

クラブ会報委員会委員長 藤田 勝敏君  
8 月 15 日(火)  休会(お盆休み) 
8 月 22 日(火)  クラブフォーラム 担当  

会員増強委員会委員長    三田 望君 
8 月 29 日(火)   会員卓話  

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 

＜イアン H.S. 
ライズリーRI会長＞ 

 


