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1 月 RI 月間テーマ「職業奉仕月間」
第 3076 回例会/No.26 2018 年 1 月 9 日
◆例会プログラム

2017-2018 年度 RI テーマ

思っております。どうぞ、宜しくお願いします。
◇谷村 繁 君
前期を振り返りますと、国際奉仕小委員会
として、地区の佐々木委員長がいらっしゃ
いましたので、毎回の例会はインターナシ
1. 開会点鐘
2. 国歌斉唱
ョナルなゲストでかなり盛り上がったと思
3. ロータリーソング斉唱
4. 四つのテスト
います。今月 10 日、田中 GE 壮行会に参加させていただき
5. 会長の時間
6. 慶祝
ました。5 人掛けの円卓では、私と同じファーストネームの
7. 米山奨学金贈呈
方がほかに 2 名ほどいらしてまして、私を含めると 3 対 2
8. クラブ協議会 前期事業報告 クラブ/職業/社会/国際/
なので「これは凄いな」と上昇気分になり、お酒も弾みまし
青少年奉仕 各委員長より報告
た。そのうちに、女性会員の増強が話題になり、霞ケ関カン
9. 幹事および委員会報告
10. 出席報告
ツリークラブもロータリークラブと同じクラブだ。気の合う
11. ニコニコボックス
12. 閉会点鐘
同士がクラブ会員となって奉仕すればそれでよく、男性とか
◆幹事報告
女性とかはどうでもいいと私が勝手に思っている中、お開き
・花泉ロータリークラブ創立 40 周年記念誌
[花泉 RC]
になりました。
・2017-18 年度花巻市内 3RC 合同新年会のご案内 [花巻南 RC]
◇伊藤 隆規 君
・年賀はがき[インクルいわて、㈱オクトン、花巻市勤労青少年ホーム]
私と谷村さんとは南城中学時代の同級生
・バギオだより
[一般社団法人 比国育英会バギオ基金]
で、良き友人として御付き合いさせて頂い
・姉妹クラブ・友好クラブアンケートご協力のお願い
ております。この 1 年を振り返りますと、7
[ガバナー会 猿渡 昌盛]
月から出席委員を拝命しておりまが、昨年
・2018 年 1 月ロータリーレート 1 ドル=114 円 ［ガバナー事務所」
度の 80～90%の出席率から今年度は商工会議所等の 70 周
・2017-18 年度 地区資金(後期)送金のお願い
[ガバナー事務所]
年行事もあり 50～60%の出席率で推移しております。商工
会議所 70 周年記念式典は三つの商工会議所合併後初めての
◆第 3075（12/26）例会の概要
式典で皆様の協力もあり大成功に終わり、現在は来年 1 月
の記念誌完成に向け作業を進めております。家庭的には中学
■会長の時間「23 回/48 回」 立花 徳久 君
こんにちは。先週は本当に楽しいクリス 校 1 年の孫がブランスバンドに所属しドラムを担当してお
マス例会でした。参加出来なかった方は非 り、参加する各イベントを可能な限り見に行っております。
常に残念であったと思います。特にヒップ ◇谷村 仁 君
今年一番の出来事は、須賀川郵便局から
ホップメンバーのダンスが素晴らしく、中
花巻郵便局へ転勤になったことです。郵政
学 3 年生の女性ボーカルが上手で面白く拝
省は転勤の内命が 10 日前にしか発令され
見しました。私が想像していなかった世界
ず、今回の転勤も最初花巻に一人で赴任し、
で、非常に楽しいひと時を過ごさせて頂きました。
また須賀川に戻って妻と花巻に来る等、
大変な引越しでした。
音楽関係のお話しですが、ダイアナ・ロスがオリジナルメ
ンバーとして活躍した黒人系女性グループ「シュープリーム 花巻 RC には 7 月に入会させて頂きましたが、皆様に大変よ
ス」はレコードレーベルモータウンと契約後、シングルが 5 くして頂き感謝致します。先日、5 日会という昼食会で卓話
作連続全米№1 を記録するなど一躍全米アイドルグループ をさせて頂きました。RC の卓話と同様に事業と釣りの話を
として成功しました。当時のモータウンの幹部はメンバー3 させて頂きました。今年は青森の真鯛がメインで、最後の
人には教養を学ばせる必要があるとの会社方針に沿って、音 11 月 3 日には 71 ㎝の真鯛を釣り上げました。以降、4 回
楽と一緒に教養も勉強させたそうです。この経験がシュープ 釣りの予定を入れておりましたが、悪天候で全て中止となり
リームスを長く成功させた要因であるとおっしゃっており ショックを受けました。
ました。現在もダイアナ・ロスは第一線で活躍しており、数 ◇滝田 吉郎 君
今年度がスタートし６か月が経過しまし
年前に彼女のコンサートを見てまいりましたが、声の張りは
たが、立花会長には頑張って頂き安心して
素晴らしく、シュープリームスのデビュー当時に受けた指導
おります。職業奉仕委員会では年明けの 1
が役立っていると思いました。大変勉強になりました。本日
月 16 日にイーエヌ大塚製薬㈱さんを訪問
は今年最後の例会となりますが、皆様には今年一年間ご協力
し、一時間程度会社を見学させて頂く予定
頂きまして、本当にありがとうございました。今日は所要が
になっております。その後、例会で詳しいご説明をお願いし
あり早退させて頂きますので、宜しくお願い致します。
ております。皆様の御参加をお待ちしております。また、今
◆参加者全員による
年度、記憶に残っていることは壱岐への旅行です。もう一度、
「2017 年振り返りスピーチ」
訪れたいと思っております。
◇稲田 典之 君
◇阿部 一郎 君
立花会長と同級生の稲田です。今年は還
初めての幹事ということでスタートは出
暦の年にあたりましたが、
RC でもお祝いし
遅れましたが、最近は慣れてまいりました。
て頂きありがとうございました。同級会、
皆様にはご迷惑をかけながらも何とかや
有志の方々、大学の同級会等にもお祝い頂
ってまいりましたが、会長のフォローも大
きました。大学のメンバーとは新宿に集ま
分慣れてまいりました。自社の仕事も自分 りました。来年は大学の同級会を岩手で開催したいというこ
が不在でも支障がないようにしておりますし、昨年から例会 とで困っております。ロータリーでは米山の委員長を仰せつ
100%の出席を目指し火曜日には出張を入れないよう心掛 かっておりますが、残る 6 カ月間、皆様のご協力を宜しく
けております。現在、６か月間、全て出席しており、残り 6 お願いします。今年は次女が結婚し長女も次女も嫁ぎました
カ月間も頑張って完全出席を実現し、今年度を終了したいと が、二人とも花巻に住んでおり孫の面倒が大変です。好きな

■

ゴルフは信金さんのツアーで宮崎フェニックスと宮崎カン
トリーでプレーすることが出来楽しかったです。神社庁では
滝田さんと伊勢神宮神国感謝祭にお参りしてまいりました。
還暦を大過なく過ごさせて頂きました。
◇藤田 勝敏 君
今年は本当に仕事中心の 1 年でした。サラ
リーマン生活３０年を含めても、これ程仕事
に明け暮れた一年はありませんでした。先輩
経営者の皆様方の仕事、地域活動、RC 活動
をこなしている姿を拝見し学ぶことが多々
ありました。RC では 7 月から会報委員長を担当し、鹿討さ
ん、橋川さん、横田さん、事務局の高橋さんのご協力を仰ぎ、
何とか 6 カ月を乗り切ることができました。少し余裕も出
て来たので、昔大好きだった音楽を楽しみたいと思います。
◇橋川 秀治 君
今年は会報を無事に藤田さんへ引継ぎ良
い年でした。また、IM の報告書を奥さんの
援助をうけ完成し全国のロータリーの友に
掲載されるということで、本当に花巻 RC へ
入会して良かったです。立花会長が言いだし
た壱岐旅行は心配しましたが、自分自身も楽しむことができ、
本当に良き思い出となりました。第 2 段も企画したいと思
います。そして一番のエポックは「きのこ鑑定委員 A 級」
を取得したことです。来年は是非、クリスマスパーティーに
参加したいと思っております。今年は本当に良い一年でした。
◇鹿討 康弘 君
壱岐旅行の楽しいお話しを聞くたびに胸
が痛い鹿討です。会長の欠席に備え副会長の
時間の原稿をいろいろと準備しておりまし
たが、現時点では披露する機会が殆どなく良
いことです。IM が地区の RC の皆様から高
い評価を頂き、報告書、そしてインクルいわての山屋理事長
の包括的支援に関する講演も素晴らしく、個人としては福祉、
支援関係に目覚め清光学園さんとご縁が出来ました。アマゾ
ンプライムの太田和彦さんの番組をみて日本酒に目覚めま
した。日本酒用のストッカーも購入し、30 本ストックして
おります。最後に 1 月 5 日に盛岡で岩手県の工業高校の先
生方の前で企業に求められる人材、技能をテーマに講演して
まいります。挨拶、礼儀、作法が大切であることをメインと
する内容で講演してまいりたいと思います。
◇佐々木 史昭 君
1 年前は鈴木葵奈が 1 年間留学することが
決まって、お金の算段から準備等をどうする
か皆様に相談したのが今頃の時期でした。半
年が経過しテキサス州で良い経験を積み成
長していることが、メール等からも感じ取る
こが出来ます。たまたま、先週の 23 日にカーラ・リリーが
南城の自宅に帰る途中、時間があったようで私の自宅へ立ち
寄りました。色々話を聞くと日本語が上達しないことにコン
プレックスを感じ、少々苦労しているようです。まだ時間が
あるので、励まして帰しました。一方、小田島碧海はフラン
スへの留学を希望しておりますが、素晴らしい子に手を挙げ
て頂いたと認識しております。こちらから留学する子は良い
経験が出来そうですが、受け入れる子供達が良い思い出を作
って帰って頂くために、もう一工夫必要と感じております。
◇浅沼 幸二 君
29 歳 11 カ月で RC に入会し 30 年が経過
しますが、今日参加しているメンバーで私の
先輩は一人だけです。来年還暦を迎えますが、
自分が素直に赤いチャンチャンコを着てそ
の場で挨拶が出来るのかという思いがあり
ます。この 30 年間、私もいろんな荒波を被りながらここま
で来ましたが、ロータリーの皆様に励まされたことが大きか
ったです。メンバーの方々からは指名停止を受け会社の存続
をかけていた時、自宅の改装を頼まれたり仕事の世話をして
頂いたり、私にとってはかけがえのない RC であります。今
後、皆様に少しでも恩返し出来ればと思います。私が RC に
入会した当時は 50 人位のメンバーがおりましたが、30 年
間の間に半分くらいの方がお亡くなりになりました。当時と
比較し、例会の進め方、クリスマス会の運営は本当に様変わ
りしました。花巻 RC が他 RC と違いフレンドリーな RC で
あることを痛感しております。一年を振り返ってということ
でしたが、30 年間を振り返ってスピーチさせて頂きました。

◇三田

望 君

何と言っても、私にとっては返咲きの 1 年
です。浅沼さんの話を聞いて色々と思い出し
てみると、平成 7 年に幹事、平成 10 年に会
長を担当しました。当時から 20 年が経過し
ましたが、今回の方が前回の会長当時より緊
張しております。丁度、平成 10 年は RC の会長、倫理法人
会の花巻市会長、北銀経友会の代表幹事を担当し、毎週、何
かと行事に追われておりました。不易流行という言葉があり
ますが、変えてはならないこと、変えていかなければならな
いことを皆様と話し合いながら進めてまいりたいと思いま
す。日曜日に勉強会へ参加してまいりましたが、もう一度、
ロータリーについて考え直す良い機会となりました。特に 4
大委員長(谷村さん、橋川さん、佐々木さん、滝田さん)の皆
様には面倒をおかけしますが、どうぞ宜しくお願いします。

◆出席報告

31 人中 13 人出席
出席率
46.4％ 前回修正 59.2％
◇メーキャップ
12/24(日)ロータリーリーダーシップ研修会
三田 望君、鹿討 康弘君、橋川 秀治君、阿部

一郎君

■ニコニコ Box
＜立花 徳久 君＞本日はクリスマスの余韻が残っているなか、今年
最後の例会となり、年内の皆様の温かいご協力ありがとうございま
す。甘えついでに、早退させていただきます。
＜阿部 一郎 君＞2017 年もようやく最終例会を迎える事が出来、
ほっとしています。つたないクラブ運営でしたが、皆様には協力い
ただきありがとうございました。
＜鹿討 康弘 君＞日曜日、盛岡アイーナにおいて RLI 研修に参加
して参りました。9:00～16:00 の長時間でしたが、とても有意義
な内容でロータリーに対する見識が多少深まったと思っています。
今年は体力的に回復力が衰えている事を実感した年でした。業務用
ルームランナーを購入したので頑張ります。
＜三田 望 君＞12 月 24 日、地区 RLI の研修会に出てまいりまし
た。改めて一からロータリーを学びたいと思います。鹿討さん、阿
部一郎さん、橋川さん、ご一緒させて戴きありがとうございます。
＜佐々木 史昭 君＞先週のロータリークリスマス例会は、参加者
も多く、アンダーパスのライブもにぎやかで、参加してくれた留学
生、派遣生も大喜びでとても良かったです。企画いただいたみなさ
ん、親睦委員会のみなさん、大変おつかれさまでした。
＜稲田 典之 君＞還暦の年を無事に過ごすことが出来ました。あ
りがとうございました。来年も宜しくお願いします。
＜谷村 繁 君＞ Secret
＜橋川 秀治 君＞先週の X′ mas 例会、参加出来ず残念です。神
保町の美人女将の店で親会社の方と忘年会でしたが、奥の個室で全
く女将も顔を出さず…来年は X′ mas パーティー第一で行きます。
＜藤田 勝敏 君＞昨日は花巻商工会議所主催の叙勲・褒章等受章
祝賀会で、当 RC から髙橋副会頭、佐藤副会頭のご両名が岩手県知
事賞を受賞なされました。おめでとうございます。疲労困憊の 12
月がようやく終わります。来年も宜しくお願いします。

◇第 3075 回例会のメニュー
『 フライ定食 』

◆今後のプログラム
1/16(火) 職業奉仕月間に寄せて 担当 職業奉仕大委員長 滝田 吉郎君
イーエヌ大塚製薬㈱工場見学後通常例会
1/25(木) 市内 3 ロータリー合同新年会
幹事 RC 花巻南 RC 菊の会合同移動例会
1/30 (火) 会員卓話 担当 谷村 繁 君
2/6
(火) クラブフォーラム RI 創立記念日に因み
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

