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1 月 RI 月間テーマ「職業奉仕月間」
第 3077 回例会/No.27 2018 年 1 月 16 日
◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
慶祝

2017-2018 年度 RI テーマ

ました。娘が素晴らしいストリーだと涙を流している様子を
見て、感情を素直に表現できる若さをうらやましく思いつつ、
今年は感動できる一年になればいいなと祈っております。皆
さんも、今年は心新たに感動する気持ちを持ち続けましょう。
今年一年、宜しくお願いします。

■慶 祝

職業奉仕月間に寄せて 担当 職業奉仕大委員長 滝田

幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

吉郎君

◇会員誕生日
佐藤 良介君 (28 日)

◇在籍表彰
滝田 吉郎君 (16 年)

◆幹事報告
・職業奉仕月間リソースのご案内 [国際ロータリー日本事務局]
・ロータリーリーダーシップ研究会(RLI)パートⅡのご案内
[ガバナー事務所]
・名取 RC 創立 50 周年記念式典並びに祝賀会のご案内(予告)
について
[名取 RC]
・2017 年度下期普通寄付金のお願い
[(公財)ロータリー米山記念奨学会]

◆第 3076（1/9）例会の概要

■

■四つのテスト 伊藤 隆規 君
言行はこれに照らしてから
一.
一.
一.
一.

真実かどうか
みんなに公平化
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

■新春恒例、コカ・コーラで乾杯! 髙橋

豊 君

皆様にとって、
素晴らしい一年
でありますよう
に! 乾杯!

乾杯の音頭
をお願い致
します。

■会長の時間「24 回/48 回」 立花 徳久 君
新年明けましておめでとうございます。
昨日、花巻青年会議所の新年交賀会に出席
してまいりました。年に 2～3 回、
若い方々
と接し、色んな話を聞き話す機会があるこ
とはありがたく楽しみでもあります。現役
の JC メンバーは出席しているシニアメン
バーに対し、必ず「敬愛するシニアクラブの皆様」と挨拶し
ます。現在、私は JC シニアクラブの会長を仰せつかってお
りますが、昨日の新年交賀会では「愛して止まない JC 現役
メンバーの皆様」と挨拶をさせて頂きました。そして、若い
方々へ話をすると少し熱くなります。JC の新年交賀会の後
は阿部幹事と吉田直前会長とおでん屋さんに行って、最後に
天ぷらそばを食べて帰ってきました。
帰宅すると、娘から私が FMOne の「笑っていいとも in 花
巻(花巻商工会議所企画番組)」にゲスト出演した時の動画を
見たという話がありました。娘は「一番好きな映画はサウン
ド・オブ・ミュージック」との私のコメントを聞き、「でも
私はサウンド・オブ・ミュージックを見たことがない」と言
うので、23:30 から一緒に約 3 時間近くの同作品を鑑賞し

◆クラブ協議会
2017-2018 年度 前期事業報告
■クラブ奉仕委員会
◇副会長兼クラブ奉仕大委員長…鹿討 康弘 君
must に縛られた前半戦でした。後半戦
は want の気持ちで喜んで積極的に取組
み出来れば良いと思います。また、後半
戦は子供食堂を計画しています。皆様の
ご協力をお願いします。ニコニコ BOX は
目標 90 万円以上に対し上半期だけで既に 60 万円に達して
おり、皆様に感謝致します。
◇出席委員長…伊藤 隆規 君
前期は出席率が 70%を下回る状況にあ
り、後半戦に向け先輩方と色々相談のう
え、ご指導を頂きながら出席率向上に努
めて参りたいと思います。
◇会報委員長… 藤田

勝敏 君
前期は皆様の御協力のもと、何とか滞
りなく週報を発行することができまし
た。後半も翌週の例会までに必ず週報を
発行する姿勢で取り組みたいと思いま
す。
◇友好クラブ委員長…浅沼 幸二 君
前半は活動しておりませんでしたが、
後半にむけて平塚 RC との交流を考えて
まいりたいと思います。

◇会長エレクト兼会員増強委員長…三田 望 君
前半は谷村仁君と横田裕之君の入会が
ありましたが、12 月末に 2 名の退会もあ
り、残念な結果となりました。後半は年
度当初に掲げた 5 名増加、女性会員入会
に向け頑張ります。
◇会員選考委員長…稲田 典之 君
新会員増強のため、皆様の頑張りを期
待しております。そうすれば、選考委員
の仕事も増えますので、どうぞ宜しくお
願いします。

◇ロータリー情報委員長…吉田 和洋 君
10 月 23 日、三田エレクトの講師によ
り、第 1 回ファイヤーサイドミーティン
グを開催致しました。後半にも再度開催
を予定しております。
◇プログラム副委員長、会場監督副委員長…伊藤 誠一郎君
欠席が多く、滝田さんに頼ってばかりでした。後半はな
るべく出席率を高め、面白い事を 2,3 取り上げ例会が盛り
上がるよう心がけます。

■職業奉仕委員会

◇職業奉仕大委員長…滝田 吉郎 君
前半は事業を実施しませんでしたが、1
月 16 日にイーエヌ大塚㈱さんの工場見
学を予定しております。そして、色んな
事を学んでまいりたいと思います。多く
の皆様方の出席をお願い致します。
◇職業奉仕委員長…伊藤 誠一郎 君
来週のイーエヌ大塚製薬㈱さんの工場
見学には参加する予定です。職業奉仕委
員長としての報告は滝田大委員長から
の報告と同様です。後半は滝田大委員長
のサポートをしっかりと行います。

■社会奉仕委員会

◇社会奉仕副委員長…谷村 繁 君
第 33 回ロータリーカップは 3 月の開
催です。追って、佐々木委員長より発表
があると思います。
◇人間尊重副委員長…稲田 典之 君
前期は活動がありませんでした。後半はバレーボール大
会の開催に向け頑張ります。

■国際奉仕委員会

◇国際奉仕大委員長…上田 穣 君
今年は花巻北高校の小田島碧海さん(長
期)と佐々木陽香さん(短期)の 2 名が青少
年交換留学に決定しました。楽しみにし
ております。
◇ロータリー財団委員長…佐藤 良介 君
前期は 11 月 14 日に大船渡西 RC 副会
長の高木久子さんをお招きし、「可愛い
瞳をポリオから守るための 5 泊 6 日の
旅」をテーマに講和を頂きました。高木
さんが参加されたインドでのポリオワ
クチン投与活動の体験をもとにお話を頂きました。財団への
寄付についても、宜しくお願いします。
◇米山奨学会委員長…稲田 典之 君
前期には DVD を中心にセミナーを開催し、ご理解を頂い
たと思います。御寄付を何名かから頂いております。後期も
たくさんの方にご協力をお願いします。

◆出席報告
31 人中 18 人出席
出席率
64.2％ 前回修正 67.8％
◇メーキャップ
1/8(月・祝)2018 年度花巻青年会議所賀詞交換会

立花 徳久君

■ニコニコ Box
＜立花 徳久 君＞新年あけましておめでとうございます。や
っと、折り返し地点に来ました。でも、まだ、後半分のこっ
ているのか～残りの半分楽しくいきましょう。
＜阿部 一郎 君＞明けましておめでとうございます。本年も
よろしくお願い致します。本日より後半戦が始まります。尚、
一層のご協力をお願い致します。
＜鹿討 康弘 君＞前半は無事に全出席で皆勤を果たすこと
ができました。元朝参りでは、例年地元の稲荷神社で破魔矢
と熊手を購入するのですが、今年は奮発して鳥谷崎さんで買
わせて頂きました。稲田さんに謝らなければいけないことが
あります。御守りを売っている授与所で 3 才の孫がガマンで
きずにおしっこをもらしてしまいました。バチがあたらない
ことを祈ります。
＜三田 望 君＞平成 30 年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。1 月 2 日に鳥谷崎さ
んにて元朝参りをさせて戴きました。昨年のご加護を感謝し
て参りました。
＜吉田 和洋 君＞あけましておめでとうございます。12 月
31 日、久々に娘二人に行きたいといわれて弟も誘って、鉛
温泉スキー場に行ってすべってきました。私もそうですが、
最近のスキー、ボードの方々は車にキャリアなんてつけない
ですね。
＜稲田 典之 君＞還謹賀新年。あけましておめでとうござ
います。
＜谷村 繁 君＞
Secret
＜滝田 吉郎 君＞あけましておめでとうございます。年バ
ッチありがとうございます。2～3 年のつもりが、16 年にな
りました。もう少し頑張ります。
＜髙橋 豊 君＞明けましておめでとうございます。今年が
皆様にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。年
末クリスマスパーティーに於いて家族全員お世話になり、有
難うございました。孫２人も大変楽しんでおり嬉しく思いま
した。
＜佐藤 良介 君＞明けましておめでとうございます。誕生
祝いを頂きありがとうございます。1 月 28 日で 67 才になり
ます。また、会社もお陰様で 1 月 18 日に創立 77 周年とな
ります。これからも健康に留意し、一歩一歩着実に歩んで参
りたいと思います。今年もどうぞよろしくお願い致します。

◇第 3076 回例会のメニュー

『 鯛のムニエル焦がしバターソース 』
『ゆず大根サラダ』

■青少年奉仕委員会

◇青少年奉仕大委員長…橋川 秀治 君
花巻北高校と ASMSA との交流支援、
花巻 RC 奨学生制度の継続実施、子供の貧
困対策への会員企業参画の検討実施等を
行ってまいりました。花巻北高校の活動に
ついては下町校長先生にご協力頂き、感謝
しております。奨学生制度は 3 月からスタートします。子
供食堂には会社としても協力して参りたいと思います。
◇花巻 RC 奨学生委員長…浅沼 幸二 君
例どおりに進めて参りたいと思います。皆様のアドバイス
を、宜しくお願いします。

◆今後のプログラム
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
米山奨学金贈呈

米山奨学生

コウ・シヘイさん

2/13(火) 会員卓話 担当 副会長 鹿討 康弘君
ゲスト/長期青少年交換性

カーラ・リリーさん

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

横田 裕之

