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3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」

2017-2018 年度 RI テーマ

が安全に飲めるのは、日本とアラブ首長国連邦だけです。
アラブ首長国連邦ではＷＨＯのガイドラインに沿っている
ので、水道水は安全そうですが、国民的にはまだ安心はでき
ていないそうです。そのため、ミネラルウォーターを買う人
も多く、特に観光客にはミネラルウォーターを買うようにと
1. 開会点鐘
勧めているそうです。
2. ロータリーソング斉唱
一方、日本はやっぱり文句なし、安心・安全な水道水です。
3. 会長の時間
水の浄化技術は海外でも使われるほど優秀であり、さらに漏
4. 慶祝
5. 米山奨学金贈呈
米山奨学生 コウ・シヘイさん 水に対する対応も優秀です。国際ロータリーでは井戸を掘る
だけではなく、きれいな水と衛生設備を提供した上で、衛星
6. 花巻ロータリーカップバレーボール大会報告
や伝染病予防に関する教育も行うことで、コミュニティ全体
担当 社会奉仕大委員長 笹木 賢治 君
の生活を改善し、子供の通学率を高めています。水と衛生の
7. 花巻ＲＣ奨学生卒業報告
分野の専門家を育成もしているそうです。
担当 花巻ＲＣ奨学生委員長 浅沼 幸二 君
普段、私も炭酸水を飲み、自宅には電解水素水サーバーと
奨学生 花巻北高等学校卒業生 小原 真奈さん
ウォーターサーバーを置いています。娘は当たり前のように
ゲスト/短期青少年交換生 佐々木 陽香さん
孫のミルクにウォーターサーバーのお湯を使っています。
8. 幹事および委員会報告
「水と衛生」について調べながら、何だか不平等な世の中だ
9. 出席報告
なと思ってしまい、自分の境遇が恥ずかしくなってしまいま
10. ニコニコボックス
した。
11. 閉会点鐘
誰か忘れましたが「私たち人間は、パーッ、パーッと蒔か
◆幹事報告
れる種に似ている」と言います。自分が生まれる場所も時代
も選べません。蒔かれてみたら、偶々そこが道端だったり、
・ロータリー・リーダーシップ研究会(ＲＬＩ)パートⅡのご案内
石だらけの土地だったり、いばらの茂みの中だったり、よく
［ガバナー事務所]
肥えた畑だったりします。アフリカだったり日本だったり…
・5/19(土)古川ロータリークラブ創立 60 周年記念式典・祝賀会
人の生まれる条件というのは、自分で選べません。生まれて
[古川ロータリークラブ 会長 望月 俊一]
みたらこんな境遇だった。「その境遇を引き受けて生きるし
・5/26(土)クラブ創立 30 周年記念式典及び祝賀会のご案内
かない」のです。もともと人生は不平等なもので、生まれ方
[盛岡中央ロータリークラブ 会長 鷹場 金司]
を選べないし、死に方も選べません。
◆第 3084（3/6）例会の概要
人間の本当の価値は「どれだけ多く、受け取る以上のもの
を与えるかによって決まる」と言います。今、アフリカに出
■副会長の時間「31 回/49 回」 鹿討 康弘 君
向いて、井戸を作ってあげることはできませんが、今まで頂
本日は立花会長が欠席ですので今年度
3 回目の「副会長の時間」を務めさせて頂 いた多くの「恩」を誰かに返すことはできます。頂いた人に
返すのが恩返し、見知らぬ人に返すのは「恩送り」。だとす
きます。3 月はロータリーの 6 つの重点分
れば、本当に小さなことかもしれませんが、花巻の子供たち
野の一つ「水と衛生月間」です。この機会
に会員専用ホームページＭｙＲＯＴＡＲ のためにと思って立ち上げる「ぬくまる食堂」も、少しは意
味のあることのように思いました。これで、副会長の時間を
Ｙで「水と衛生」について調べてみました。
終わらせて頂きます。ありがとうございました。
きれいな水と衛生設備の利用は、すべての
人がもつべき権利です。しかし汚染水で病気になる人や命を ■慶祝
◇会員誕生日
落とす人が後を絶ちません。特に 5 歳未満ではエイズ、マラ
髙橋 豊君(2 日）阿部 一郎君(5 日) 伊藤 隆規君(21 日)
リア、はしかで亡くなる子どもより、汚染された水による下
痢疾患によって命を落とす子どもたちの方が多いのです。
また水汲みなどの労働によって学校に通えず、未来を担う
筈の子どもたちは、つらい境遇を強いられています。統計に
よれば、不衛生が原因で 20 秒に１人の子どもが命を落とし
ているといいます。全世界で汚染された水を摂取することに
より毎年 180 万人の子どもが 5 歳まで生きることができな
鹿討 康弘君(29 日) ◇夫人誕生日 浅沼 葉子さん(3 日)
いといいます。
一方、日本では蛇口をひねれば「安全」な水をすぐ口にす
ることができます。外に出ればコンビニや自動販売機で、簡
単に安全な水を手に入れることができます。私たちは普段、
水道水は飲めて当たり前のものだと思っています。最近では
ミネラルウォーターやウォーターサーバーの水を日常的に
◇結婚記念日
飲んでいる人も多いですが、水道水も日常的に飲んでいても
笹木賢治君/修子さん(13 日)、鹿討康弘君/つぐみさん
問題ありません。しかし、日本のように水道水が安全なもの
(14 日)、伊藤隆規君/和子さん(16 日)
で、飲んでも問題のない国は本当に少ないのです。水道水が
飲めるかどうか不明な国もあるそうですが、一般的には大体
◆クラブ協議会 次年度各委員選出
15 カ国くらいだと言われています。このように、ほとんど
担当 会長エレクト 三田 望 君
の国では水道水をそのまま飲むことができず、基本的にミネ
取締役総務部長 石崎 徹 様
次年度の役員、理事は既に選任済でございますので、併せ
ラルウォーターを買わなくてはなかったり、自分でろ過しな
くてはならなかったりします。ちなみにアジア諸国で水道水 て全体の構成についてご報告しながら皆様のご承認を頂き

第 3085 回例会/No.35
◆例会プログラム

2018 年 3 月 13 日

たいと思います。～詳細は以下のとおり～
私からの発表は以上でございます。どうぞ、
ご審議願います。
（全員拍手了承）
ご承認、ありがとうございました。
花巻ＲＣはひと時 50 人位のメンバーが在
籍しておりましたが、現在は 32 名と小所
帯になっております。少し気になる事は出席率がよくないと
いうことです。来年度は皆様に積極的な出席をお願いしたい
と思います。併せて、他クラブの例会にも出席し交流を深め
る等、メーキャップを推奨いたします。皆さんが出席したく
なるような楽しい例会を心がけ、顔をつきあわせる機会が増
えるような仕掛けを考えて参りたいと思います。そして、年
度内には新会員の入会に向け目途をつけたいと考えており
ます。前向きに行きたいと思いますので、どうぞ皆様よろし
くお願いいたします。

「次年度役員・各委員会案」

◆クラブ協議会 次年度各委員選出
◆委員会報告
担当 会長エレク
ト 三田 望 君
■社会奉仕委員会大委員長

笹木 賢治 君

いよいよ、3 月 10 日（土）第 33 回花巻
ロータリーカップバレーボール大会が、花
巻市総合体育館で開催されます。受付が 8
時 30 分、開会式が 9 時 15 分スタートと
なりますので、
花巻ＲＣの皆様には 8 時 45
分から 9 時頃までにお集まり頂ければ幸い
です。是非、多数の皆様のご出席をお願い致します。
■「ぬくまる食堂の進捗状況について」副会長 鹿討 康弘 君
2 月 14 日に会則を決めました。また、2
月 19 日、23 日にチラシを各小、中学校を
訪問し置いてまいりました。現在のところ、
子供 7 名、大人 3 名の申込みがあります。
また、プレオープンには花小の銀河学童
にご協力を頂きまして多くの子供達の参
加が予定されております。今後の予定としては、3 月 14 日
にボランティアの方々と試食を兼ねた打合せを行います。
そして３月 20 日にプレオープンとなります。現在までの
進捗状況の報告でしたが、花巻ＲＣの皆様方には 3 日間の
どこかの時間帯で主催者として手伝って頂けることを願っ
ております。最初にも申し上げましたが、子供の居場所作り
として食事を提供するだけではなく、子供達と一緒に時間を
過ごす上で将棋やオセロやトランプや人生ゲーム等を提供

して頂ければ幸いです。以上をもちまして、ぬくまる食堂の
途中経過の報告を終わります。ありがとうございました。

◆出席報告
31 人中 16 人出席
出席率
57.1％
前回修正 67.8％
◇メーキャップ
なし

■ニコニコ Box
＜ 三田

望 君＞次年度のそれぞれのお役を承認いただ
きありがとうございました。楽しい例会を心がけていき
たいと思います。一緒にエンジョイしましょう。
＜阿部 一郎 君＞誕生日祝ありがとうございます。まだ、60
才まであと 2 年あります。増々元気に毎朝 6 錠薬を服用しな
がら、仕事に飲み会に邁進していきたいと思います。
＜鹿討 康弘 君＞本年度 3 度目の「副会長の時間」でした。
風格も品格もなくてすみません。いよいよ「ぬくまる食堂」
が立上ります。皆様、エプロンを用意しておりますので、ご
参加お待ちしております。誕生日、結婚祝いありがとうござ
いました。
＜吉田 和洋 君＞本日は急遽、会場監督を振られ、キンチ
ョーしました。来期の練習になりました。
＜髙橋 豊 君＞とうとう 70 歳を迎えました。子供の頃は弱
くて、よく熱を出していましたので、生命の不思議を感じて
います。生きているというより生かされていると強く感じま
す。気分はやっと還暦ですが、1 日 1 日を大切にして行きた
いと思います。今後共、よろしくお願い致します。
＜佐藤 良介 君＞3 月 1 日花巻北高卒業式が行われ、234
名の卒業生が巣立って行きました。また、前日の 2 月 28 日
には卒業記念講演会が開かれました。東大元総長の佐々木毅
先生より「学ぶこと、生きること」と題してご講演を頂きま
した。非常にインパクトの強い示唆に富んだ講演でした。ま
さに卒業生にとって大きな贈り物となりました。10 年後、
20 年後の成長が大いに楽しみです。
＜浅沼 幸二 君＞妻の誕生日祝い有難うございます。私が
健康でいられるのも妻のサポートのおかげ。感謝、感謝です。
＜滝田 吉郎 君＞3 月 3 日花巻東の卒業式に出席しました。
卒業生 203 名の成長と活躍を願います。
＜笹木 賢治 君＞結婚記念ケーキ、ありがとうございます。
早いもので、結婚して 34 年になります。あと、何年間体が
もつかわかりませんが、夫婦仲よく、孫の成長を楽しみにし
ながら、生きて参ります。
＜稲田 典之 君＞昨日、伊勢神宮大麻暦頒布始祭に参列し
てまいりました。帰りの飛行機が 50 分遅れ、青森便は視界
不良で欠航、不安の中での飛行でした。
＜伊藤 隆規 君＞ようや雪解けが進み、春の日ざしに感謝
です。お祝いありがとうございました。
＜藤田 勝敏 君＞横田さんが北海道へ転勤と聞きました。
寂しい限りです。それにしても、大会社の転勤は大変です
ね！ガンバレ、横田さん。

◇第 3084 回例会のメニュー
『天ぷら定食』

急遽、下町先生から、
3/1 の花巻北高校の
卒業式の様子を説明
して頂きました。

◆今後のプログラム
3/20(火) 音楽夜例会/菊の会合同 会場がグランシェール花巻です。
3/27(火) 会員卓話またはゲストスピーチ
4/3 (火) 慶祝 米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん
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

