
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

8 月 RI 月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進月間」  
第 30５8 回例会/No.08 2017 年 8 月 29 日 

               
 

1. 開会点鐘  
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. 慶祝 
5. ゲストスピーチ 富士大学副学長 中村 良則様 
6. 幹事および委員会報告 
7. 出席報告 
8. ニコニコボックス 
9. 閉会点鐘   
  
・花の種のノベルティのご紹介    ［東京優芳園（株）］ 
・9/16 秋季例祭       [（公財）米山梅吉記念館] 
・2017-18 活動計画書             [花巻南ＲＣ]  
・2017-18 活動計画書           [北上西ＲＣ］ 
・9/9(土)大堰川清掃活動のご案内      「花巻南ＲＣ」 

  
 
 

■会長の時間「6 回/48 回」 立花 徳久 君 
こんにちは。本日はゲストスピーチと

して山口淑子君にお越し頂いております。
宜しくお願い致します。またゲストとして
花巻南 RC から八森会長と鎌田ｴﾚｸﾄ、仙台
青葉RCから大江君にお越し頂いておりま
す。先程、私が低血圧症であることを山口
先生にお話ししたところ、自律神経失調症
ではないですかとの説明をうけ、私自身も

思い当たるフシがあり妙に納得しました。今まで病院で検査
したことはなく、母親、娘達も私と同様に低血圧症のため遺
伝によるものと自己判断しておりましたが、色んな症例をも
とに私の症状に対する説明を受けまして、やっと今になって
状況を理解したような気がします。 
昨日、娘が帰省しておりまして、夜 9 時頃、自宅で使用し

ていない車を自ら運転し仙台に帰ると言い出しましたが、運
転免許取得後 1 カ月足らずの娘を一人で運転させて帰すわけ
にはいかず、助手席に私が同乗し妻が別の車で後方から走行
し、娘を仙台まで送りとどけ花巻に帰って来たのが夜中の 2
時でした。自分で車を運転すればそれほどの疲労感もないと
思いますが、昨日は本当にくたくたに疲れました。運転経験
が浅い運転手の隣に同乗することはジェットコースターに乗
るよりも疲れて、未来がどうなるかわからないような気分で
非常に恐怖感を覚えましたが、何とか無事戻ってきました。
これから日一日と娘の運転技術は向上すると思いますが、娘
が「なんで私の運転を怖がるの」と言えるくらいまで運転レ
ベルが上達することを楽しみにしております。本日は盛りだ
くさんのプログラムが予定されておりますので、どうぞ宜し
くお願いします。 

                           
 

 
■講師紹介 三田 望 君 
みなさんこんにちは。会長ｴﾚｸﾄ兼会員増強委員長の三田で

ございます。今月はＲＩで会員増強月間となっております。
山口パストガバナーは 2014-15 のガバナーでもあり、単独の
クラブでパストガバナーをお招きすることは僭越かと思いま
したが、私のほうで率直にお話ししたところ、気さくに喜ん
で受けさせて頂きますとのご返事を頂き大変感謝しておりま

す。過去には花巻ＲＣにも 2 人の女性
会員が在籍しおりました。私としても
会員増強委員長として本年度は 5 名の
会員増強、ウチ 2 名の女性会員入会を
公約として掲げております。この公約
実現にむけ弾みをつけていくためにも、
山口パストガバナーのお話しをお聞き
したいと思っておりました。特に女性会員の獲得に向けての
お話が中心になると思いますが、皆様の協力を宜しくお願い
いたします。 
■「ＲＩ第 2520 地区女性会員増強活性化に向けて」 

2014-15 パストガバナー 山口 淑子 君 
今日はお招きありがとうございます。

先般の地区研修協議会で新入会員部会
を担当し、その際に作成したスライドを
利用しお話しさせて頂きます。私は 67
歳で石川県七尾市出身でございます。子
供のころ成績は良かったのですが、おて
んばで行いが悪い子でした。高校入学後、
弁護士の道を考えたこともありました

が、最終的には医者の道を選択しました。東京女子医大に入
学し勉強は大変でしたが、テニスクラブで活躍しました。縁
がありまして結婚後、岩手に移住し、盛岡病院に勤務してお
りました。盛岡病院は病気を抱えながら教育を受けられる病
院として東北各地から病気の子供達を受入しており、親子の
ような関係で治療にあたっておりました。三人の子供を設け、
仕事を頑張っておりましたが、下の子供が 2 歳の時に心身症
となり療養しました。その後復帰し、後に小児科医院を開業
し、60 歳を契機に医師会活動、ボランティア活動に参画し充
実した生活を送っておりました。その時にロータリーのガバ
ナーのお話しがあり、考えた末ガバナーをお受けし、とても
充実した一年間を過ごすことができました。その後、2015
年に人間ドックで胃癌が見つかり、手術後に体重が大幅に減
少し当時あらゆる生活習慣病を抱えておりましたが、現在は
改善され健康な生活を送っております。しかし、高い代償が
ついたなと認識しております。～中略～ 
次にロータリーについてお話しさせて頂きます。2000 年

12 月に盛岡滝ノ沢ＲＣ創設と同時にチャーターメンバーと
して入会しました。入会手続きの申込書に妻の記入欄はあり
ましたが夫の記入欄がなく男性の会と疑問を感じました。し
かし、クラブ設立には女性会員が 1 名必要で当時の医師会会
長が仙北ＲＣで要職にあり、私は開業したばかりで文句も言
えず入会しました。その後、2007 年から 2008 年にクラブ会
長、2010 年から 2011 年に新世代担当地区幹事を務め、2012
年に 2 度目のクラブ会長に就任しました。2 度目の会長を務
めている時にガバナーのお話しをうけ 2～3 週間検討し、最後
は悩んでもしょうがないのでロータリーに対する自分身のバ
ージョンアップを図るため、要請を受けました。とにかく、1
年間死にもの狂いで走り回ったイメージです。小さいクラブ
でメンバー数も限られているため、自ら運転し一人で公式訪
問を行いました。ガバナーの任期を終えた 2014 年にクラブ
立直しのため、3 度目の会長に就任し現在に至っています。  

60 歳の時、渡辺和子さんの著書「置かれた場所で花を咲か
せなさい」に出会いました。そこで「どんなところに置かれ
ても花を咲かせる心を持ち続けよう。境遇を選ぶことは出来
ないが、生き方を選ぶことは出来る。現在というかけがえの
ない時間を精一杯生きよう」という言葉に感動し、座右の銘
とし行動してきた結果、ガバナーを受け、やりとげられたと
思います。現在、体調が回復し 67 歳となり、今後 20 年間何
をしたらよいかと考えたとき 3 人の娘も医者として独立し、
やはり自分の仕事(医師)とロータリー活動かなと思いました。 
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◆ゲストスピーチ 2014-15 パストガバナー 
山口 淑子君 担当：会員増強委員会委員長 三田望 君 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

ライズリー会長が示した2017-18年度のＲＩテーマは「変
化をもたらす」です。そして重点項目のひとつとして「クラ
ブのサポートと強化」、具体的には・女性会員の純増・40
歳未満の会員純増（次世代のリーダーを育成）を掲げており
ます。しかし、私はガバナーを経験してロータリーは男性中
心のクラブであるなと痛感し、やはり女性はロータリーで上
手く活動出来ないのかなと思っている時に、三田さんからゲ
ストスピーチの要請を頂きました。そして、女性会員純増実
現のため私は頑張らなければならないと再認識し、現在、藤
﨑ガバナーへ 2520 地区女性会員増強活性化準備委員会の設
立をお願いし、人選を進めているところです。男性会員増強
はもちろんですが女性会員増強に向けて活動を始めており
ます。スクリーンの表は世界各国のロータリーの女性会員数、
割合を示したものですが、日本は会員数、女性比率とも世界
各国の中でほぼ最下位に位置しています。幸い 2520 地区は
79 クラブで 138 名の女性会員が在籍し（女性会員割合
5.9％）、中位の水準にあります。 
次に 2730 地区(鹿児島、宮崎)女性活性化会員の震災復興

支援を中心とした 5 年間の活動をご紹介いたします。 
～中略～ 

 
 
 
 
 
 

2520 地区にも女性会員増強活性化準備委員会が出来きま
した。花巻ＲＣさんが女性会員獲得に向け活動する際はお手
伝いに参りますので是非お声をかけて下さい。また、盛岡で
花巻地区のＲＣに入会希望の女性がいた場合は紹介しますの
で、花巻で盛岡地区のＲＣへ入会希望の女性がいた場合は逆
に紹介をお願いします。本日のような機会を利用しながら、
お互い手と手とをとりあって会員増強のために頑張ってまい
りたいと思いますので宜しくお願い致します。今後は女性会
員が在籍してないクラブを訪問し、お話しをさせて頂きたい
と思います。今日はどうもありがとうございました。 
■花巻南ＲＣ 八森会長ご挨拶（要旨） 
八森会長からは交換留学生リリィーさ
んと鈴木葵奈さんの近況、葵奈さんのお
母さんからの御礼、アメリカ空軍太平洋
音楽隊パシフィック・ショーケースコン
サートに対する協力要請がありました。 

■花巻南ＲＣ  鎌田ｴﾚｸﾄご挨拶(要旨）              
コンサート実行委員長の鎌田ｴﾚｸﾄからはコンサートの詳細
と協賛について説明がありました。ロータリー会員各社に
5000 円の協賛をお願いしたいとのことです。 
慶 祝 
☆会員誕生日(22 日)     ☆夫人誕生日祝い(26 日)髙橋洋子さん 
笹木 賢治君         ☆在籍表彰(29 年)髙橋 豊君  

 
 
 

                                                             
 
 
 

 
 
33 人中 15 人出席 
出席率 51.7％ 前回修正 58.6％  
◇メーキャップ  

8/19(土) 青少年交換(長期)2017-18 年度来日生ホスト 
ファミリー引き渡し式  佐々木 史昭君 

＜山口 淑子 君＞会員増強がんばりましょう。(特に女性 
会員かな？) 

＜立花 徳久 君＞本日は山口パストガバナーのゲストスピ
ーチありがとうございます。大病をのりこえてのご活躍に

感動しております。置かれた場所で咲きそして枯れていき
たいと思います。花巻南 RC 八森会長、鎌田ｴﾚｸﾄ、仙台青
葉 RC 大江勝雄君、花巻 RC に来訪ありがとうございます。 

＜阿部 一郎 君＞山口パストガバナー、本日は花巻にようこ
そおいでいただきました。貴重な講演を頂き、大変参考に
なりました。今後女性会員の増強に努めていきたいと思い
ます。花巻南 RC 八森会長、鎌田ｴﾚｸﾄ、仙台青葉 RC 大江様、
ようこそいらっしゃいました。 

＜吉田 和洋 君＞8 月 11 日、二人の娘が中尊寺に行きたいと
言うので家族でいきましたら、ASMSA の方と引率をしてい
た佐々木史昭君にお会いしました。いつもながらご苦労様
です。夕方まで見学してきました。本日は山口パストガバ
ナー、お話しありがとうございました。 

＜鹿討 康弘 君＞山口パストガバナー、ようこそいらっし
ゃいました。花巻南 RC 八森会長、鎌田ｴﾚｸﾄ、仙台青葉 RC
大江さん、ありがとうございます。先週青少年(長期)の 4
名が来日しました。カーラ・リリィーさんのホストファミ
リーの件で妻に相談したところ「いきなり長期はムリ!」 
引受けたら私が出ていく!」ときっぱり断られました。作戦
を考えてみます。 

＜佐々木 史昭 君＞本日はパストガバナー山口淑子さんか
らの「女性会員増強についての講話」大変勉強になりまし
た。遠路花巻までありがとうございました。先月末より、
花巻東高校からテキサスへ 1 年間派遣されている鈴木葵奈
の交換として、カーラ・リリィーが住みはじめました。み
なさん、よろしくお願いします。 

＜笹木 賢治 君＞誕生日プレゼントありがとうございまし
た。今日、8 月 22 日で 62 才になりました。今後ともよろ
しくお願い致します。 

＜三田 望 君＞山口パストガバナー様、当花巻ＲＣの会員
増強フォーラムにての講話ありがとうございました。ロー
タリー活性化には女性会員の存在が欠かせない事が解りま
した。ぜひご期待に応じたいと思います。ＲＩ2520 地区
の女性代表として、これからも御活躍されんことを祈念し
ます。 

＜髙橋 豊 君＞孫がこの春、宮野目中学校に入学しバレー
部へ入りました。県大会で優勝、大舘の東北大会で準優勝
して、先日宮崎の全国大会に出発しました。本日 4 時開会
式です。多くの皆様のお世話になり、感謝申し上げます。
優秀な 3 年生を指導したのは、上田譲君の息子さんです 
＜髙橋 豊 君＞妻の誕生日祝いと年バッジ、ありがとう
ございます。早いもので 29 年となりました。 
＜八森 辰雄 君＞色々なお願いごとで大変恐縮しており
ます。10 月に行われる事業に少しでもご協力頂ければと思
います。我々としても、何とか成功させたいと思っており
ます。よろしくお願いします。 
＜鎌田 定悦 君＞10 月 9 日花巻文化会館での開催のパ
シフィック・ショーケースコンサートについての花巻ＲＣ
様のご協力よろしくお願いします。 

＜大江 勝雄 君＞私の予定表は病院名で一杯です。とて
も良い事ですよね、山口先生。 

◇第 3057 回例会のメニュー 
  
『間八カマ塩焼』 
 
  
 
 
 

 
 
9/5 (火)  慶祝 慶祝者スピーチ  
9/12(火)  会員卓話 担当:谷村 仁君 
9/19(火)  音楽夜例会(菊の会合同)(トランペット演奏菊池巌様) 

9/26(火)  会員卓話 担当:下町 壽男君 

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 


