
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

10 月 RI 月間テーマ「経済と地域社会の発展」 
第 3065 回例会/No.15 2017 年 10 月 17 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. 会員卓話  

担当 横田 裕之 君 
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   
  
・「会長エレクト用資料送付」のご案内   ［ガバナー事務所］ 

・和光ロータリークラブ用品            ［和光］ 

・寄付明細       ［公益財団法人ロータリー財団］ 
・ハイライトよねやま   ［(公財)ロータリー米山記念奨学会］  

・明るいイーハトーブの実現をめざして～平成 29年度花巻市 

市民憲章運動推進大会～の開催について(ご案内) 

[花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田 望] 
  

 
 
■会長の時間「12 回/48 回」   立花 徳久 君 

こんにちは。昨日開催されたアメリカ
空軍太平洋音楽隊-アジア［パシフイッ
ク・ショーケースコンサート］は素晴ら
しい演奏でした。個人的には今日ゲスト
でお越し頂いている吉田瑞彦先生がプロ
デュースするピアノ・トリオ（ジャズ）
の演奏を何時も聴いているので、最初は
ビックバンドのさらっとした演奏は確か

に演奏レベルが高いものの小々物足りなさを感じました。そ
のような中でボーカルの女性が日本語で歌った「ハナミズ
キ」は日本人が歌っているかのような発音で感心しました。
昨日演奏されているメンバーは著名なアメリカの音楽大学
を優秀な成績で卒業した方々で、その一人（トランペット担
当）が音楽集団「ブラスト」のメンバーであったことを聞い
てびっくりしました。一人ひとりが技量をもったメンバーで
あることは確かです。個人的な見解としてはジャズの要はベ
ースであります。昨日演奏のベース担当者は女性の方で素晴
らしい演奏をしていました。以前、サンタナのコンサートに
行った時、奥様のシンディ・ブラックマンがドラムメンバー
として参加し素晴らしいリズムセッションを披露していま
した。夫婦円満の秘訣ですね。本日出席の吉田瑞彦先生は盛
岡等でジャズライブをプロデュースしております。私がよく
足を運んだのは、ジャズピアニストの辛島文雄さんのライブ
です。岩手のアマチュアを代表するトップクラスのピアニス
トです。一度、是非、花巻ＲＣの皆様にも聞いて頂きたいと
思います。  
今日は米山奨学会委員長稲田典之君から米山記念奨学事

業についてご説明を頂きますので、ロータリーの在籍年数が
短いメンバーの皆様方は当事業の概要について理解するよ
うお願いします。今年から鳥谷崎神社の総代を仰せつかって

おり、稲田君とは神社行事参加のため毎月 1回お会いしてお
ります。特に先月は花巻まつりの開催月でもあり非常に繁忙
を極めました。花巻ＲＣのメンバーでは、滝田君、笹木君も
永年にわたり総代の任を担い敬意を表します。 
私は今年の年末が総代として初めての経験となりますが

12月 31日の 23：30に集合し元朝参りの方々へお神酒や紅
白の御餅を振る舞い、もてなす大役を担当するようです。非
常に恐縮しております。今までは紅白歌合戦を最期まで見て
除夜の鐘をついて、鳥谷崎神社を参拝しておりました。今年
からは別な形で神様に御奉仕できると感謝しております。今
まで神事に携わる経験があまり無かったので、大変勉強にな
りました。また、神社に祀られている神様「大国主命（オオ
クニヌシノミコト）」の隣に祀っている神様の漢字の読み方
がわからず、調べてみたら「素戔鳴尊（スサノオノミコト）」
でした。総代になり、色々なことを初めて経験しております。   
今年還暦を迎えましたが知らないことがたくさんあり、今

後もゼロからスタートして多くのことを学んで吸収してま
いりたいと思います。その第一段として橋川君に旗を持って
頂き、今まで訪れたことがない壱岐へ足を運んでまいりたい
と思います。そして壱岐の生活・文化を視察してまいります。
非常に楽しみにしております。本日は盛りだくさんのプログ
ラムが控えておりますので、会長の時間はこれで終わらせて
頂きます。ありがとうございました。  
■慶 祝 
◇夫人誕生日 
稲田 久美さん (28日)    藤田 十志子さん (30日)    

   ◆幹事報告◆幹事報告 
◆幹事報告 

 
みなさん、こんにちは。お手元にロータ

リー米山記念奨学事業の豆辞典が配布され
ているかと思います。こちらを読んで頂け
れば、ロータリー米山記念奨学事業の全て
が理解出来ます。 
せっかくの機会ですので、先程立花会長

からお話がありました氏子総代について説
明させて頂きます。毎月、氏子総代の皆様に参列頂き月次祭
を行うことは歴史的なもので、そして 9月にお祭りをするよ
うな仰せつけになっております。氏子の名簿は各地域ごとに
あり、氏子総代は地域、町内を代表して神前に奉天し氏子の
家内安全を祈るため毎月お越し頂いております。祭儀のあと
にお神酒を頂くことを直会といいますが、神事という緊張状
態から自然に戻る=直り会うという意味合いもあります。氏
子総代には年末・年始の奉仕があります。23：30 に来て頂
いて 1 時に境内の英霊を祀った御柱神社で歳旦祭を行い、2
時に本社で歳旦祭（年初めの祭り）を行い、軽く直会をして
お帰り頂くことになります。私は元日の夕方まで起きていな
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

ければなりません。何とか氏子総代の皆様には御奉仕を宜し
くお願い致します。 
それでは本題に入らせて頂きます。最初にロータリー米山

記念奨学事業のＤＶＤを 15 分程度見て頂きます。このＤＶ
Ｄを見て頂きますと、ロータリー米山記念奨学事業の全てを
ご理解頂けます。そのあと、私から少し補足の説明をさせて
頂きます。~ＤＶＤ内容は省略~ 
          
      
 
 
 
 
今年は米山財団設立 50 周年を迎えますが、節目の年に委

員長を仰せつかり大変光栄でございます。奨学事業の内容は
豆辞典（2017-18年度版）に詳しく記載されており、非常に
わかりやすい内容で皆様にもご理解頂けると思います。 

9Ｐの「寄付について」について説明致します。普通寄付
金は各クラブからの定期寄付で 2016年度平均は 4,784円、
当クラブでは 2,000円寄付しております。特別寄付金は個人
で寄付している任意寄付金です。 
クラブの活動計画書にも記載されておりますが、会長、幹

事経験者が順番で寄付しているように見受けられます。是非、
立花会長も宜しくお願い致します。特別寄付は一括から積立
方式もありますので、是非皆様もご検討願います。表彰制度
もあり、表彰者にはピンバッチが贈られます。是非、地区大
会出席の際にはピンバッチをつけて出席していただければ
と思います。また、寄付に対する税制上の優遇措置もござい
ますので、ご利用頂ければと思います。それから、寄付のタ
イミングですが、私は年度初めに目標を掲げ対応しています。
（例えば対ドル 110円以下、年間何万円寄付等） 
米山記念奨学事業は日本と海外との懸け橋となる事業で、

日本に来て頂いた奨学生に日本をよく理解して頂く絶好の
機会でもあり、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 
■盛岡西 RC 吉田瑞彦君からご挨拶 

みなさま、こんにちは。盛岡西ロータリ
ークラブの吉田瑞彦と申します。職業分類
は弁護士です。2年前に盛岡西 RC会長と
して、花巻 RC創立 60周年記念式典へ出
席させて頂きました。花巻 RCのメンバー
には立花会長をはじめ多くの知り合いが
おります。 

現在、盛岡西 RC で一番困っている問題は会員数の激減で
す。最近 2 年間でメンバー7 名が減少し、会員数は 25 名ま
で落込みました。更にメンバーの平均年齢が 70 歳代と高齢
化が進み、年代間のギャップから 40～50歳代の新規入会が
途絶えております。そこで最近は盛岡滝ノ沢 RC をはじめ他
RC と合同夜例会を開催しております。先日のガバナー訪問
時も 3ＲＣ合同で歓迎会を開催しております。 
私は弁護士業の傍らジャズが好きでして、10月 7日から 9

日まで東和町のプロギタリスト菅野義孝さん主催の秋ジャ
ズセミナーｉｎ大船渡（会場：フレアイランド尾崎岬）に参
加してきました。セミナーは合宿形態でギタリストが 10 人
以上、他にピアノ、サックス、ベースの総勢 20 名前後が参
加し、スケジュールは個人練習、全員ワークショップ、バー
ベキュー、ソフトボール大会、グループ演奏、ジャムセッシ
ョン等、朝から夜中の 2時半位まで演奏しておりました。こ
の 3日間で随分指が鍛えられました。良い経験をしてまいり
ました。そして、もう 1泊大船渡温泉に宿泊し陸前高田で打
合せの後、帰り道が花巻であり、来週、東京出張で自分の RC
例会に参加することが出来ない為、本日、花巻ＲＣさんでメ
ーキャップさせて頂きました。 
皆様も盛岡にお越しの際は、是非、盛岡西 RC でメーキャ

ップして頂きたいと思います。 
今日はありがとうございました。 

 
 
33人中 17人出席  
出席率 60.7％ 前回修正 64.2％ 
◇メーキャップ  
10/9(祝月)青少年交換長期・短期選考会 
      佐々木 史昭君 
10/9(祝月)花巻南 RC主催パシフィックショーケースコンサート 

佐藤良介君・橋川秀治君・髙橋豊君・伊藤隆規君 
上田穣君・戸来昭浩君・鹿討康弘君・立花徳久君 
 

出 
席報告  ■ニコニコ Box 
＜立花 徳久 君＞本日は吉田瑞彦君、
花巻 RC にようこそ。いつも美味しい
JAZZありがとうございます。稲田委員
長、米山奨学会の制度をわかりやすく
説明ありがとうございます。 
＜阿部 一郎 君＞10/4～5 北銀経友会の旅行で函館へ新
幹線で行ってきました。初めての青函トンネルでの北海道で
したが、あまりにあっけなく、酒に酔っているうちに通過し
てしまいました。函館は天気も良く、やはり中国の方々が多
いとの感想を持ちました。盛岡西 RCの吉田様、本日はメー
キャップありがとうございます。 
＜佐々木 史昭 君＞昨日、体育の日に 2520地区青少年交換
生徒選考試験が仙台常盤木学園高校において開催され、当花
巻ＲＣが推薦しています、長期小田島まりんさんと短期佐々
木陽香さんを乗せて受験させて参りました。選考結果はまだ
わかりませんが、2週間後には朗報が届くと確信しています。 
＜鹿討 康弘 君＞昨日のアメリカ空軍コンサートは駐車場
まで行って入れなかったので、あきらめて会社に戻り職業奉
仕しました。今日は夕方から笹木賢治さんと盛和塾の経営発
表・アイオー精密鬼柳社長の応援にグランドホテルへ行って
きます。盛岡西 RC吉田弁護士、メーキャップありがとうご
ざいました。 
＜橋川 秀治 君＞私ごとですが、先日青森県菌学会より、き
のこ鑑定員A級合格の知らせが来ました。3年目の正直です。
とは言え、どんなキノコも名前が判る訳ではないので、おて
やわらかに。壱岐ツアー参加の皆様、観光コースが決まった
ら、ご連絡致します。 
＜稲田 典之 君＞妻の誕生日祝いありがとうございます。先
日の菊の会の伊勢神宮参拝旅行ではお世話になりました。楽
しい旅行だったようです。ありがとうございました。 
＜藤田 勝敏 君＞妻の誕生日祝いありがとうございます。来
週の 10/7は取引先のゴルフコンペがあり、欠席となります。
横田さん、テープの録音を宜しくお願いします。 
 
◇第 3064 回例会のメニュー 
『白身魚フライエビフライ』 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
10/24(火)  会員卓話  担当 伊藤 隆規君 

10/26(木)～28日(土) 壱岐ＲＣ訪問 

10/31(火) 壱岐訪問報告 担当 橋川 秀治君 

11/ 7(火)  ロータリー財団月間に因んで  

担当 国際奉仕委員会大委員長 上田 穣君 

11/14(火) ゲストスピーチ 担当 ロータリー財団委員長 佐藤良介君 

ゲスト 大船渡西 RC副会長 高木 久子様 

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 

 


