
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

5 月 RI 月間テーマ「青少年奉仕月間」 
第 3093 回例会/No.43 2018 年 5 月 15 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 伊藤 誠一郎 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 
  
 
・送迎バスのご案内について       [前沢ＲＣ 会長 鈴木 秀悦］  

・芸術家交流事業派遣者エリン・ホリディ氏歓迎会の開催について

(ご案内) [記念事業実行委員会 会長 花巻市長 上田 東一］ 

・平成 30 年度 花巻市勤労青少年ﾎｰﾑ運営協力会 定時総会送付と会費納入

のお願いについて ［花巻市勤労青少年ﾎｰﾑ運営協力会 会長 藤沼弘文］ 

・平成 30 年度 花巻市市民憲章推進協議会 総会資料の送付について  

市民憲章運動推進第 53 回全国大会花巻大会開催負担金の納入について 

(お願い)       ［花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田 望］ 

・創立 50 周年記念式典及び祝賀会(御礼)［水沢ＲＣ 会長 髙橋 悦彌］ 

・「ユーザーイン経営」送付について     ［ガバナー事務所］ 

 
 
■会長の時間「39 回/49 回」立花 徳久 君 

こんにちは。連休を挟んで 2 週間ぶりの例会
です。毎年のことですが、連休明けは家族サー
ビスの疲れが残り仕事をしている時の方が楽
なような気がします。暫くぶりに子供達が帰省
し一緒に生活すると少しストレスがたまりま
す。母親は子供達が帰省するとハッスルします

が、私はあまり相手にされず、疎外感を味わいながら悶々としてお
りました。ただ、家族の人数が増えると明るい良い雰囲気にもなり
ます。子供達が巣立っていくと夫婦二人の生活となり、これからど
うなるのかなと考えております。今後、子供達が新しい自分の家庭
を作っていった時、どのような対応をしたらよいか考えております。
先の事ですが、孫を抱ける時の夢を抱いたりもしております。 

話は変わりますが、連休中に一番下の娘のハンドボール大会を
少し覗いてきました。青森、福島、茨木の高校生が岩手まで遠征し
ておりましたが、骨折のため予定の日数途中で切上げて帰る学校が
見受けられました。花巻の高校でも 3 年生が骨折し、最後の本大会
に出場できなくなり、何のための前哨戦かなと可哀相に思いました。
本番前の大会でもいざ試合になると、やはり本気モードとなり、怪
我が発生してしまいます。私はどんな時でも自分のペースを守り、
実現は出来ていませんが、常に冷静で無理をしない。それが現在の
私のモットーです。最近は温度差が激しいので、自分の体が追いつ
いていかず疲れたところもあります。皆さんも御自愛ください。 

私達業界のお話ですが、トヨタのジャパンタクシーがとても素晴
らしい車として宣伝されております。使用者側からすると普通のタ
クシーとしては使いやすいのですが、ユニバーサルタクシーとして
は難点のある車でもあり、導入を躊躇しております。ユニバーサル
タクシーを導入するのであれば、私は日産のＮＶ200 の方が使いや
すいのではないかと考えております。私達が言う使いやすい車とは、
いかにお客様をスムーズにタクシーへ乗車させることができるか
ということです。ジャパンタクシーは車椅子の方を乗車させる場合、
装置設置等の準備があり、20 分程度の時間を要します。ＮＶ200

の場合は後ろにリアのスロープ、ストッパーがついており便利です。
また、私達の北国では雪の影響があるため、横から出入りするジャ
パンタクシーは利用できないなと感じております。やはり、リアか
らあけるＮＶ200の方が使いやすいのではないかとの意見が多く寄
せられております。但し、ジャパンタクシーは単にタクシーとして
利用する場合はとてもよくできた車です。 

タクシー業界で大きく取り上げられていることは、スマホを通し
ての受注です。データを集積し、解析してお客様の要望、どういう
場所でどのようなお客様が乗車するのか等の細かいデータまで分
析出来るようになっております。ちなみに、当社では 15 年前から
お客様の分析を行っておりましたが、当時は機械が追いつかず、一
晩かけても解析が終わってない状況でした。現在の機械は進歩し、
1 時間程度でのデータの分析、解析が可能となりました。しかし、
現時点では現場で活用するには至っておらず、頼まれた仕事に対応
することで精一杯の状況です。これから、人口が減少すると需要も
落ちて参ります。タクシーの台数もどんどん減少していきます。そ
して、自動運転が導入され、タクシー業界は様変わりしてきます。 

一方、どうしても人が対応しなければならない仕事は残っていき
ます。人と人のつながりは必要で、他の業界でも同じことは言える
と思います。ロータリーでも人と人のつながりが、ロータリーの精
神をつないでいくものと思っております。 

とりとめのない話となりましたが、これで私からのお話を終わら
せて頂きます。今日はありがとうございました。 

■慶 祝 
 ◇会員誕生日 
  佐々木 史昭君（19 日） 吉田 和洋（21 日） 

             
                         

                 

 

 

 
 

◇夫人誕生日            ◇結婚記念日 
 三田 香子さん(14 日)  佐藤良介君/敦子さん(1 日) 
              谷村繁君/るり子さん(1 日) 
               三田望君/香子さん(3 日) 
             滝田吉郎君/和子さん(5 日) 
             稲田典之君/久美さん(16 日) 

立花徳久君/真紀子さん(30 日) 
             阿部一郎/秀子さん(31 日)  
              

                       

■参加者(※印は報告者) 
※立花徳久君、※鹿討康弘君、※阿部一郎君、※谷村繁君、
※上田穣君、※佐藤良介君、※橋川秀治君、※吉田和洋君、
※佐々木史昭君、※三田望君、 伊藤隆規君、藤田勝敏君 
要点のみのご報告とします。 
＜阿部 一郎 君＞ 

4 月 21 日は会長幹事会、RI 会長代理千玄室さ
んの歓迎レセプションに参加し、そのあと立花会
長が予約した肉屋さんで花巻北、花巻南、両 RC

の会長、幹事の皆様と交流を深めてまいりました。
2 日目はコウ・シヘイさんのお迎えをし、会場で

皆さんと合流しました。本大会を得て懇親会に参加し、夜 9 時頃に
皆様と無事花巻に到着しました。伊藤典仁君がガバナー就任予定の
2 年後に今大会の経験を活かしたいと思います。 
＜鹿討 康弘 君＞ 

千玄室さんの講和が感動的でRCに入会できた
ことへ感謝しました。数年後に開催される花巻で
の地区大会は大変だなと思いました。 
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＜上田 穣 君＞ 
当日、仙台で羽生結弦君のパレードがあり、知
事、仙台市長が欠席し、残念でした。懇親会の
ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝの料理が素晴らしかったです。牛タ
ンが目前で無くなり食べられず残念でした。  
 

＜橋川 秀治 君＞ 
アイリスグループの大山会長さんの講演で人

を育てることの大切さをあらためて認識してま
いりました。そして、ロータリーの素晴らしさ
を感じてまいりました。 
 
 

＜谷村 繁 君＞ 
RI 会長代理の千玄室さん。95 歳。2 時間半の

プログラム中、ずっと壇上でご活躍でした。そ
のバイタリティは何処から来ているんでしょう。
百寿のご年長、菅野多利雄さんが壇上からご覧
になっていらっしゃるから？自分より若い会場

のロータリアンたちに対する謙虚さからなのか？千玄室さんは、寛
容さと忍耐とｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞを持って奉仕に当たるよう私たちにご
提唱なさいました。懇親会では伊達藩のお酒と南部藩のお酒をいた
だきました。両藩譲らず素晴らしい利酒を堪能いたしました。 

＜佐藤 良介 君＞ 
今回の地区大会では青年会議所時代に大変懇
意にして頂いた藤崎ガバナーとお会いするのを
楽しみにしておりました。そして、花巻ＲＣが
藤崎ガバナーからガバナー賞を頂いて本当に良
かったと思っております。また、95 歳の千玄室

さんが元気にお話しする姿を拝見し、大変感動しました。そして、
壇上でのおもてなし、ホスピタリティも大変素晴らしいものでした。
100 歳の菅野多利雄さん、95 歳の 千 玄室さんの 2 人で盛り上げた
大会であったように思えました。 

＜吉田 和洋 君＞ 
今回は移動の大型バスが満員でとても賑やか

な地区大会でした。アイリスオオヤマの社長さ
んが当初 1 時間の講演予定を急遽 40 分に変更
したにもかかわらず、しっかりと時間どおりに
終えるところが大変素晴らしいと思いました。

花巻に到着してからも、花巻南ＲＣの皆さんと 2 次会へ向かい交流
を深めることができました。 

＜佐々木 史昭 君＞ 
 私は地区の国際奉仕委員会青少年の監督者の
立場として参加させて頂きました。オクラホマ
チーム 11 名、オーストラリアチーム 9 名、長期
生 5 名の参加となりました。子供達にとっては
かなり時間を持て余していたようですが、ホテ

ルメトロポリタンの懇親会の質の高い食事には驚いていたようで
す。生徒達には充分に発表する機会がなく微妙な感じがしました。 

＜三田 望 君＞ 
毎回ですが留学生を紹介する時間が短くもっ
たいないように感じます。コウ・シヘイさんと
一緒でしたが、スピーチの準備をしていたもの
の発表する機会がなく、5 月の当ＲＣの例会へ
お出で頂いた際に発表していただいたらいいの

ではないかと思っております。千玄室さんの立振舞い、姿勢、皆さ
んへの心配り、お話を聞けることは本当にロータリーに入ってよか
ったと思いました。ロータリーの素晴らしさを実感しました。40

年前にガバナーを経験した方が、現在も大会に参加し 100 歳のお
祝いを受けることは素晴らしいと思いました。 
＜立花 徳久 君＞ 

会長幹事会のあと飲食し、宿泊先のホテルに
帰る途中。既に明日の羽生君のパレードの場所
取りをしている方々がおり、花巻祭りのパレー
ドの場所とりと同様な風景を見て参りました。 
 

 
 
30 人中 16 人出席    
出席率  64.0％ 前回修正 68.0％ 

◇メーキャップ  
4/26(木)花巻市市民憲章推進協議会総会 三田望君 
4/26(木)ファイヤーサイドミーティング 立花徳久君、阿部一郎君 

三田望君、鹿討康弘君、上田穣君、吉田和洋君、橋川秀治 
藤田勝敏君、谷村仁君 

4/28(土)水沢東ＲＣ創立 50 周年記念 立花徳久君、阿部一郎君、 
三田望君 

5/2(火)花巻市友好都市交流委員会総会 立花徳久君  
   

 

＜立花 徳久 君＞ 5月の連休で逆に疲れてしま
いつらいです。気温の寒暖差が大きいので皆様御
自愛下さいませ。谷村さん成熟した貴重な品、あ
りがとうございます。結婚記念日ありがとうござ
いました。 

＜鹿討 康弘 君＞先日の還暦祝いありがとうございました。奥さ
んとのピースサイン・ツーショット写真は結婚後、初めてかもしれ
ません。良い思い出になりました。奥さんにとっては悪夢だったか
もしれませんがー。本日「ぬくまる食堂」本オープンです。これか
らが本番です。気を引き締めて頑張りますので、更なるご協力をお
願い致します。 
＜阿部 一郎 君＞結婚のお祝いありがとうございます。31 年にな
り、益々空気のような関係になっています。来年度、菊の会会長を
妻が務めますので、よろしくお願い致します。 
＜佐々木 史昭 君＞3 月に開催された岩手県溶接技量選手権におい
て、アーク溶接部門と半溶接部門の 2 部門において、当社の社員が
優勝し、10 月に山口県で行われる全国大会に岩手県代表として出
場することになりました。溶接は当社技術の基本なので、とても誇
らしい出来事でした。 
     
＜三田 望 君＞結婚祝及び妻の誕生祝ありがとうございました。 
 
＜吉田 和洋 君＞誕生日祝ありがとうございます。1964 年生まれ
21 日に 54 才になります。プレゼントは、そのまま娘行きです。連
休は奥さんと次女と沿岸の復興状況を見ながら釜石、宮古、久慈～
二戸～を下道だけで行ってきました。400 ㎞超え、家に帰ったら停
電でした。 
＜滝田 吉郎 君＞結婚記念のケーキ美味しくいただきました。あ
りがとうございました。 
＜稲田 典之 君＞①たぶん 34 回目の婚記念日、お祝いありがとう
ございます。②5 月 18 日の午後 3 時半より境内に鎮座する金勢神
社の例祭です。狂言も見られます。参列申込み受付中！ 
＜浅沼 幸二 君＞遅ればせながら還暦祝いありがとうございます。 
＜佐藤 良介 君＞5 月 2 日開催の花巻市友好都市交流委員会にお
いて会長に就任致しました。皆様のご支援ご協力を頂きながら、友
好都市である平塚・十和田両都市との交流の促進に努めて参りたい
と思いますので、よろしくお願い致します。5 月 1 日には 35 回目
の結婚記念日を迎えました。記念のケーキを２人でおいしく頂きま
した。ありがとうございました。 
 
第 3092 回例会のメニュー  
『赤魚唐揚山菜あんかけ』                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5/22（火）地区協議会報告 
5/29（火）花巻ＲＣ奨学金交付式 担当花巻ＲＣ奨学生委員長 

       浅沼 幸二君 
6/5 （火）クラブ協議会 年間事業報告 幹事 阿部 一郎 君 
6/12（火）平塚ＲＣ来花例会  

  
クラブ会報委員会 

委員長:藤田 勝敏 (今回担当)  

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 


