
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

2 月 RI 月間テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」 
第 3081 回例会/No.31 2018 年 2 月 13 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/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
6. 会員卓話「サプリメントについて」 

担当 青少年奉仕大委員長 橋川 秀治 君 
7. 幹事および委員会報告    
8. 出席報告 
9.  ニコニコボックス      
10. 閉会点鐘 
   
 
・2018-19 年ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問日程 
について                  [北上和賀 RC 田鎖 幸司]  

・広告入り種子のご提案          [東京優芳園㈱]  
 
 

 
■四つのテスト 笹木 賢治 君 
 言行はこれに照らしてから 
一.真実かどうか 
一.みんなに公平か 
一.好意と友情を深めるか 
一.みんなのためになるかどうか 
 

■会長の時間「27 回/48 回」 立花 徳久 君 
こんにちは。先週から風邪をひいて調
子がよくありません。皆から、インフル
エンザですかと言われ、肩身の狭い思い
をしておりましたが病院で検査をした
結果、インフルエンザには感染しており
ませんでした。 

我家は家族三人全員がダウンし寝込んでおり、家の中は非
常に静かでテレビの音しか聞こえません。普段の我家は何所
かかしこでにぎやかな音が聞こえますが、全く静かで音がし
ないという珍しい状況にあります。そういう中、私はベット
で休んでいるわけにもいかず、ステレオの前で音楽を聴きな
がらソファーで寝ている状況が続いておりました。唯一、い
ろんな音楽をたくさん聞けたことは良かったです。ただ、食
事を用意するのが大変で、お店に無理をいって届けて頂いた
りして何とか過ごしてきました。 
昨日、やっと体調が回復し、愛隣館で銀行の集まりがあり

参加して来ました。お題目がお座敷で芸者さんと遊ぶ、お座
敷遊び(芸者遊び)でした。昨日は花巻芸者さんが 3 名来られ、
御年は 60 代後半の方々でした。最初に三番叟を踊り、その
後は二人が踊り一人が三味線を弾いて芸を披露しました。 
私達が二十歳過ぎのころは芸者さんとお座敷遊びをする

機会はなく、昨日は「とらとら」とか「金毘羅船々」を披露
して頂き、非常に楽しい経験をしました。古き良き遊びを楽
しめそして容認できた時代は世の中にも余裕があり、今から
思うと羨ましい時代でもあると感じました。 
今であれば社会から容認されない事も、当時は必要な芸、

遊びとして認められていた時代でもあります。現代は全ての

芸が良とされているわけではありませんが、当時は余裕があ
り良き時代であったなと思うことができました。 
私も双葉町で生まれ育ってまいりましたが、お座敷で芸者

遊びをした経験はありませんでした。芸者さん方は芸事の全
てを解っており、お客様への対応の仕方もしっかりと勉強さ
せられてきております。昨日、芸者さん方とお話をさせて頂
きましたが、お客様の顔と名前を覚えることが非常に大切な
ことで絶対間違ってはいけないということでした。頭の下が
る思いでありました。 
この頃、私も人と名前が一致しなくなってきており、本当

に気をつけなければならないと思っております。 
それでは、今日は宜しくお願い致します。 
 

■米山奨学金贈呈 奨学生 コウ・シヘイさん 
みなさん、こんにちは。来週は台湾のお正月です。今の時

期は台湾の人達はお正月の準備をしております。とても忙し
くて賑やかな雰囲気です。台湾のお正月は冬が終わり、春が
訪れるという意味です。日本に来て冬には不便がありますが、
綺麗な雪はこの季節にしか見られないです。今月末に実習の
為、福井に行ってきます。ありがとうございました。 

 
          
 
 
 
 

         
 

 
子ども食堂の経過報告と時間が余れば、
私の卓話に繋げたいと思います。宜しくお
願い致します。昨年 2 月にインクルいわて
の山屋理事長さんを IM へお招きし、子ど
もの居場所づくり、孤食や貧困に対し、
「みんなのためになるかどうか」の精神で

何とかロータリアンとして関わっていけないかということ
で、子ども食堂の活動について今まで協議して参りました。 
お手元の資料に記載のとおり、「子ども食堂」は貧困にあ

えぐ子どもに食事を提供するのみではなく、「子どもの居場
所づくり」や「学習支援」「(ひとり)親の日頃の悩みを相談
出来る場」等、の広い側面を有しており、虐待、ネグレクト
などの重大なリスクの発見につながることも期待できると
いうことで、昨年の 8 月に社協さんと第 1 回目の打合せを
行い、以降、協議を重ね、本日、皆様に報告出来る状態にな
っております。詳細は資料「花巻市内における子ども食堂の
開設に係る経緯について」を読んで頂ければ、お解りになる
と思います。先程の理事会におきまして、ご説明の「めくま
る食堂」の事業計画についてご承認頂きました。今後は皆様
に事業計画を報告出来るような形にしてから、再度、情報を
提供出来ればと考えております。 ～ 一部省略 ～ 
お配りしている「チラシ」は原案です。正式には 3000 部

印刷して、市内の小中学校に配布いたします。配布前に市内
の小中学校の校長先生にアポをとりましたので、事業の説明
を行なってまいります。 
プレオープンを 3 月 20 日、22 日、23 日の 10 時 30 分～

13 時 30 分、受入人数１日 20 名以内、カレー、ひっつみと
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いう内容で予定しています。本番は 5 月から月 2 回、隔週
で行います。ロータリークラブが立ち上げに協力します。 
そして継続するために皆様のご協力を頂ければ幸いです。 

～ 一部省略 ～  一番苦労するのは人集めです。目的は
助けを求めている子ども、家庭の発見、居場所づくりですが、
そこに限定しますと人が集まりません。まずは来ていただく
ということが大切です。子ども食堂は盛岡に 5 つ、県内に
7 つあります。子ども食堂のネットワークの方によると呼び
水的な参加が必要とのお話でした。 

理事会で承認頂きましたが、この場をお借りしまして皆
様のご意見をお聞きしたいと思います。役割、役目を明確に
してご協力頂けるようにします。「みんなのためになるかど
うか」の精神で行いたいと思います。 
めくまるという言葉は花巻の方言で温かいという意味が

あり、阿部幹事、社協の方々と話し合い、全員一致で決定し
ました。チラシのイメージキャラクターは娘が描き、色は私
が着色しました。メニューは三日間、同じにします。インク
ルいわてさんからも、お手伝いを頂けることになっておりま
す。以上、ぬくまる食堂の報告を終了します。  
◆クラブフォーラ p ム「めくまる食堂進捗状況」 
       担当 副会長 鹿討 康弘 君 
 
恐らく、皆さんがあまり読んだことがない、ベストセラー
になってない本を選んできました。企業経営者が中心のロー
タリーの皆様方ですので、僭越ながら皆様に役に立つ図書を
ご紹介させて頂きます。 
 
【HARD THINGS】著者: ベン・ホロウィッツ 
それまでは海外のビジネス本アレルギーがありましたが、  
本書以降は日本のビジネス本より、海外のコンテンツを
選ぶようになりました。お勧めした何人かの人によかっ
たなと言ってくれた本です。経営に役立つ本です。 

【成功はゴミ箱の中に】著者: レイ・クロック 
マクドナルド創業者レイ・クロックの自伝です。 
「Be daring, Be first, Be different」(勇気をもって、誰
よりも先に、人と違ったことをしなさい)、この言葉には
ビジネスで成功するための心構えが集約されています。 

【「成功おじさん」の最優先ルール】著者:チャーリー・ジョーンズ 
ビジネスだけではなく、生き方につながる本です。 
『読書家(リーダー)が必ずしも導く人(リーダー)とは限ら
ないが、導く人は、ほぼ例外なく読書家だ』、やはり本を
読むことは心の成長に繋がり、リーダーたるものになる 
ということを書いております。 

【あたえる人があたえられる】著者: ボブ･バーク&ジョン・ディ
ビッド・マン 
人に与えるこができる最も価値ある贈り物は、自分自身で 
ある。あたえることによってあたえられるということを、 
一貫して書いております。 

【ドラッカーが教える最強の経営チームのつくり方】 
著者: 山下 淳一郎 
「経営はチームで行う仕事」という基本と原則に則って、 
経営チームをつくる重要性が判りました。 

【自分に気づく心理学】著者: 加藤 諦三 
心理学の分野の本でございます。中学生の頃に加藤諦三  
先生の「青春」「ああ青春」に影響を受けてからの大ファ 
ンです。『あなたが認めたくないものは何ですか？どんな 
に辛くても、それを認めれば道は拓けます』 
1972 年から出演する「テレフォン人生相談」の冒頭の 
お馴染みのセリフです。 

【モーリー先生との火曜日】著者: ミッチ・アルボム 
一番推薦する本です。非常に感動しました。「いかに死ぬ
かを学べば、いかに生きるかを学べる」読んで損がない
本です。 

【おらおらでひとりいぐも】著者: 若竹 千佐子 
目立ったストーリ展開はありませんが、読んで損はない
本です。花巻人として嬉しい限りです。 

【銀河鉄道の父】著者: 門井 慶喜 
まだ、読んでいません。83 歳の母親に貸しました。 

  
 
31 人中 14 人出席          
出席率  53.8％  
前回修正 57.6％ 
◇メーキャップ   
1/30(火) 次年度役員決め理事会 
立花徳久君、三田望君、阿部一郎君、鹿討康弘君、吉田和洋君、橋川秀治君 

    
 

＜立花 徳久 君＞先週から風邪を娘にう
つされて、おとなしく家の中で静かにして
おりました。やっと昨日、宴会で楽しい時
間を過ごさせて頂きました。 
＜阿部 一郎 君＞立春を過ぎたのにこの
寒さ。今朝も雪かきから始まりました。皆

様にも体には充分気を付けて下さい。2/11 は IM in 北上で
す。立花会長がパネラーとして参加しますので、楽しみにし
ていて下さい。 
＜鹿討 康弘 君＞理事会におきまして「ぬくまる食堂」の事
業案を承認いただき、ありがとうございました。本来なら卓
話は来週でしたが、急遽、橋川君と交換となりまして、つた
ない話でしたが、お聴き頂きありがとうございました。 
＜三田 望 君＞先週 30 日には次年度の準備の集まりを開か
せて戴きました。一応、名簿を作らせていただきました。や
はり、冬は鍋と日本酒が合いますね。これから北海道に発ち
ますので、途中退席させて戴きます。 
＜滝田 吉郎 君＞花巻東選抜出場おめでとう。2009 年の 1
対 0 の準優勝を超えろ!今度こそ日本一だ!皆様の応援、支援
よろしくお願いいたします。 
＜佐々木 史昭 君＞本日の理事会で、花巻ロータリークラブ
として「ぬくまる食堂」を推進していくことが決定いたしま
した。素晴らしい事業なので私も協力していきたいと思いま
す。又、6 月 12 日に平塚ロータリークラブの方々が来花さ
れて交流し、翌日6月13日に懇親ゴルフを行うことになり、
今年幹事となっている花巻 3RC 合同ゴルフとの同時開催と
なりました。 
＜藤田 勝敏 君＞新入社の確保に苦労しております。2019
年 4 月、2 人程度の社員確保を目指しております。是非、ご
紹介願います。 
 
◇第 3080 回例会のメニュー 
『 間八 カマ塩焼』                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/20(火) 会員卓話              担当 小山田 泰彦 君 
2/27(火) ゲストスピーチ 担当 直前会長 吉田 和洋 君 
    『いわて花巻空港の取組みと国際線定期便化の展望』 

    岩手県空港ターミナルビル㈱取締役総務部長 石崎 徹様 

ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
3/6(火) クラブ協議会 次年度各委員会選出 
             担当 会長エレクト 三田 望 君 
    米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
    ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
3/13(火) 花巻ロータリーカップバレーボール大会報告  
       担当 社会奉仕委員会 大委員長 笹木 賢治 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 

 

◆今後のプログラム 

◆会員卓話「僭越ながら…私の推薦図書 vol.1」 
      担当 副会長 鹿討 康弘 君 

 

 

  

 

 


