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2017-2018 年度 RI テーマ

8 月 RI 月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進月間」 講演で警察署の方が高齢者の事故が多い理由を説明しました

第 30５6 回例会/No.06
◆例会プログラム

2017 年 8 月 8 日

が、なるほどと納得しました。主旨は「年代が上がるにつれ
て安全運転を心掛けている意識が非常に高く、50 代より 60
代、60 代より 70 代がその意識が非常に高い。但し、事故発
生率は年代が上がるにつれて高く、現実として自分が安全運
1. 開会点鐘
転を心がけている意識と実際の事故発生率は反比例してい
2. ロータリーソング斉唱
る」との内容でした。私達は高齢者に近づきつつあり、私も
3. 会長の時間
還暦を迎える年となりました。自分は大丈夫と思い運転して
4. 慶祝
おりますが、その認識が危険で現実として若い時より運転時
5. 会員卓話（藤田 勝敏君）
の反応は鈍くなっております。若い時は一瞬で全体を認識出
6. 幹事および委員会報告
来ましたが、年を重ねると部分〃でしか認識出来なくなりま
7. 出席報告
す。タクシー運転手は適正診断を受けますが、私の診断結果
8. ニコニコボックス
は「ドライバーとして一番上のランクに位置しますが、タク
9. 閉会点鐘
シー運転手に見受けられる傾向とは逆で、一般のドライバー
◆幹事報告
と同じ傾向にあります」との内容でした。つまり、タクシー
運転手は車の両端サイドを認識する能力は高いが真ん中を認
・会員増強・新クラブ結成推進月間リソースの御案内
[国際ロータリー日本事務局] 識する能力が低い、一方、私は一般ドライバーと同じく、真
・2018 年 2 月 4 日(日)財団創立 50 周年記念式典のご案内 ん中を認識する能力は高いが両端を認識する能力が低いとの
[(公財)ロータリー米山奨学会] ことでした。最近、私はいかに商売として車の運転をしてい
・英語フィッシング(詐欺)メールについて [ガバナー事務所］ないことを痛感しました。人は一つひとつの経験を通して習
・10/14(土)「第 6 回花巻市社会福祉法人」に係る(名義使用) 性が形成され、自分は普通と思いながらも周りとかけ離れて
について(依頼)［社)花巻市社会福祉協議会会長 高橋 勲］ 行くことはよくあることで、結局、先程、お話した事故率の
問題も同様なことです。自分の身体能力の低下をしっかりと
・2017-18 年度ガバナー月信原稿のお願いについて
［国際ロータリー第 2520 地区時期代表幹事 千葉 雅保］ 認識、自覚し運転しなければ危険ということです。私は自社
の運転手にも度々話しておりますが、高齢になり視野が狭く
◆第 3055（8/1）例会の概要
なると横からの飛出しを発見出来ず事故が発生することはよ
くあることで、要するに自分の弱い部分を理解し、首を左右
■四つのテスト 吉田 和洋 君
に振れば視野は広くなり、事故を防げる訳です。弱みを自分
言行はこれに照らしてから
で自覚する。そして単純な事を励行し、基本を大切にするこ
とが重要となります。本日は慶祝、コウ・シヘイさんへの奨
一．真実かどうか
学金の授与、鈴木葵奈さんからのご挨拶を予定しております
一．みんなに公平か
ので、宜しく、お願い致します。
一．好意と友情を深めるか
■米山奨学生「コウ・シヘイ」さんへ奨学金贈呈
一．みんなのためになるかどうか
＜コウさんより近況報告です＞
みなさんこんにちは。簡単なスピ
■会長の時間「5 回/48 回」 立花 徳久 君
みなさんこんにちは。月が替わり 8 月 1 ーチにします。7 月８日、岩手大
日となりました。12 分の 1 がやっと経 学では「世界の屋台村・留学生と
過しました。まだ今年度は 11 カ月残し 市民のガーデンパーティー」が開
おり、早く来年が訪れないかと願ってお 催されました。ガーデンパーティ
ります。本日は米山奨学生のコウ・シヘ ーは留学生が自国の料理を作って
イさん、青少年長期交換派遣生の鈴木葵 販売する活動です。台湾の屋台村
奈さん、花巻南ＲＣの照井幹事さんの御 ではタピオカミルクティーを販売
三名に出席頂き、大変ありがとうござい し、いつも大人気でした。本当に
ます。そして、下町校長先生にご入会頂 良かったです。楽しかったです。そして、先週から妹達が日
本に来ており、今日、さんさ踊りを一緒に見に行きます。楽
きました。これから宜しくお願い致します。
先々日、私は東京におりましてとんでもない土砂降りの雨 しみにしています。ありがとうございました。
に遭い、体全身がずぶ濡れとなり、本当にひどい目にあって ■青少年長期交換派遣性「鈴木葵奈」さんから御挨拶
しまいました。その時びっくりしたことは、実はスマホには ＜花巻南ＲＣ照井幹事から葵奈さんのご紹介＞
「雨雲レーダー」のアプリが搭載されており、現在都内の何 こんにちは。花巻南 RC で幹事をしております照井正樹と申
処に雨雲が存在しどのように動いているのかをしっかりと確 します。今日は葵奈さんのカウンセラーとして花巻 RC クラ
ブさんへお邪魔させて頂きま
認出来るようになっておりました。その時、初めて雨雲レー
した。7 月 6 日の壮行会では
ダーを利用してみて非常に面白いなと感じたことは、一線を
激励の御言葉を頂きありがと
境に雨が降っている地域と降っていない地域を確認出来るこ
うございました。また、7 月
とです。それにも係らず、あっという間に雨が降っているス
29 日にも 2520 地区で壮行会
ペースが移動してきて、ずぶ濡れになってしまいました。是
を開催して頂き、その際、帰
非皆様もお出かけの際は、雨雲レーダーで天候をチェツクし
りの車の中で佐々木史昭さん
ながら歩いて頂ければ、雨の時にも慌てず行動が出来ると思
か ら留学前に可能で あれば
います。
また、先週、私どもタクシー業界では市内の全ドライバー 花巻 RC にも顔をだしてみたらとお声をかけてもらい、本日
さん方を集めて 3 回に分けて講習会を行いました。講習会の は葵奈さんと二人で参加させて頂いたところであります。本

日は葵奈さんが 2520 地区の壮行会でスピーチした際の内容
◆出席報告
■ニコニコ Box
を愛奈さん本人から皆様へ披露して頂きたいと思います。そ 32 人中 16 人出席
れでは、葵奈さん、宜しくお願いします。
32 人中 16 人出席
〈葵奈さんからご挨拶〉
出席率 59.2％ 前回修正 59.2％
今回、アメリカテキサス州のフリスコに 1 年間留学してきま ◇メーキャップ
す。毎月、仙台や福島で行われた語学研修は想像以上に辛く 7/29(土)2017-18 長期派遣壮行会 佐々木 史昭君
時には涙を流すこともありましたが、それ以上に語学力のみ 7/29(土)2017-18 地区ロータリー財団セミナー
ならず人として成長が出来たと思っております。先日行われ
三田 望君、佐藤 良介君
た 2520 地区の壮行会では、周りの留学予定者の語学力に圧 ＜立花 徳久 君＞本日は米山奨学生のコウ・シヘイさん、青
倒され、自分はもっと頑張らなければと良い刺激を頂く機会 少年長期交換生の花巻東校の鈴木葵奈さん、御出席ありが
となりました。佐々木史昭さんをはじめロータリーの方々に とうございます。花巻南 RC の照井幹事ご苦労様です。有
はとてもお世話になっているので感謝しております。ありが 意義で楽しい一年を過ごして下さい。下町校長先生、御入
会大歓迎いたします。
とうございます。(この後、英語スピーチ。文は省略)
＜阿部 一郎 君＞青少年長期留学生鈴木葵奈さん、今月から
～以下は英語スピーチの内容～
私は花巻東高校 2 年生の鈴木葵奈です。一年間アメリカに行 アメリカへ渡るとのこと。1 年間有意義な勉強をして来て
下さい。米山奨学生コウ・シヘイさん、9 月、韓国へ岩手
ってきますが、私には海外留学で 2 つの目標があります。一 大学より派遣されるということ。頑張って来て下さい。花
つは、海外の人々とのコミュニケーションを通じて語学力の 巻南 RC 照井幹事、ようこそ例会へ。南ロータリーとの違
向上を図ること、二つ目は、グローバルな視野をもって色ん いを確認して下さい。下町校長先生、入会頂きありがとう
な人達とお互いの国の文化を伝え合いながら、アメリカの文 ございます。メンバー一同歓迎致します。
化も学んでくることです。そして、今よりも英語を理解し、 ＜吉田 和洋 君＞下町さんの入会を歓迎致します。コウ・シ
会話力を向上させ、日本に戻ってきたいと思います。ありが ヘイさん楽しんでいますか！鈴木葵奈さん、いよいよです
ね。楽しんできて下さい。私は明日から東京出張、遅れて
とうございました。
奥さんと次女と合流し、長女とも合流です。来週には長女、
〈立花会長から鈴木葵奈さんへ支援金の贈呈〉
お盆で帰ってきますが…。
＜鹿討 康弘 君＞米山奨学生コウ・シヘイさん、青少年長期
交換派遣生鈴木葵奈さん、花巻南ロータリークラブ照井カ
ウンセラー、ようこそいらっしゃいました。そして新入会
員の花巻北高等学校下町校長先生、ありがとうございま
す！以下同文です。冗談です！鈴木葵奈さん、一年間、健
康に気をつけて楽しんできて下さい。
＜佐々木 史昭 君＞鈴木葵奈ちゃん、1 年間のテキサス留学、
是非やり遂げて下さいね。応援しています。下町先生、御
入会大変おめでとうございます。コウ・シヘイさん、来月
◆出席報告
■ニコニコ Box
◆三田会員増強委員会委員長より新入会員の紹介
の花巻祭、是非、遊びに来て下さい。花巻南ＲＣ照井正樹
幹事、本日はご参加ありがとうございます。
☆三田委員長からのご紹介
■ニコニコ Box
＜稲田
典之 君＞本日夕方 5 時半から鳥谷崎神社で、花巻ま
三田委員長からは下町壽男君の推薦者
つりのスタート行事として、
『花巻ばやし奉納式』が行われ
であります佐藤良介君、佐々木史昭君 2
ます。花巻まつりの大成功をお祈り申し上げます。
名からの推薦書をご披露してもらい、下
＜橋川 秀治 君＞葵奈さん、交換留学楽しんで来て下さい。
町君の校長先生としてのご活躍振り、人
下町校長先生、ご入会心より歓迎致します。素晴らしいス
となりをご紹介して頂きました。
ピーチ今後とも楽しみにしています。コウ・シヘイさん、
＜下町 壽男君からのご挨拶＞
さんさ踊り、楽しんで来て下さい。
こんにちは下町です。この度は ＜谷村 繁 君＞妻の誕生日祝い、ありがとうございます。
会員に加えて頂きましてありが ＜浅沼 幸二 君＞誕生日祝い、ありがとうございます。還暦
とうございました。思えばあの まであとわずか…入会 30 年まであとわずか…体力的に衰
時に生徒を連れて来て広告のお えを感じる今日この頃ですが、ファイト、ファイトです。
願いをしまして、来週から国際 ＜三田 望 君＞1.下町先生の御入会、大歓迎いたします。楽
研究教育大会が行われ 250 から しいロータリー活動をエンジョイして下さい。2. 鈴木葵奈
300 人近くの方々が全国、世界 さん、長期留学生体験を通して視野を広げ、国際親善とロ
ータリーへの理解を深めるよう期待しております。
から集まることになりました。
◇第
3055 回例会のメニュー
広告料を 138 千円頂くことになりました。この場で皆様に感
謝申し上げます。本当にありがとうございました。本校の生
徒が奨学生、留学、国際交流の関係で大変お世話になってお
りまして、これからもお世話になるだろうということで、花
巻北高校の校長として繋がっておければ何らか同校の役にも
『活鮫フライ串カツ』
なるということで、おつきあいさせて頂ければと思っており
ます。皆様とお話しをしながら、色んな事が実現出来ればと
思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

慶

祝

☆会員誕生日（3 日）
在籍表彰（29 年）
浅沼 幸二君

☆夫人誕生日祝い（19 日）
谷村 るり子さん

◆今後のプログラム
休会（お盆休み）
クラブフォーラム
◆今後のプログラム案
担当 会員増強委員長 三田
8/29 (火)
会員卓話
9/5 (火)
慶祝 慶祝者スピーチ
8/15 (火)
8/22 (火)

クラブ会報委員会
委員長：藤田 勝敏（今回担当）
AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘

望君

副委員長：横田 裕之

