
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

5 月 RI 月間テーマ「青少年奉仕月間」 
第 3095 回例会/No.45 2018 年 5 月 29 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. 米山奨学金贈呈・米山奨学生スピーチ コウ・シヘイさん 
6. 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 
ゲスト 花巻北高等学校 校長 菅野 慎一様 奨学生 3名 

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 
  
 
・創立 60周年記念誌送付について「仙台北ＲＣ 会長 亀井文行」 
・オクラホマ青少年交換（短期）プログラム参加についてのお伺い 

[花巻ＲＣ 会長  立花徳久］ 
・2017-18年度ＲＬＩ研修ご報告  ［ＲＬＩ委員長 笹氣光祚］ 
・米山奨学生への「ロータリーの友」配布のお願い 
                         ［（公財）ロータリー米山記念奨学会］ 
・6月ロータリーレート 1ドル＝110円   ［ガバナー事務所］ 

 
 
 
■会長の時間「41 回/49 回」立花 徳久 君 

こんにちは。昨日開催の花巻商工会議
所臨時議員総会におかれまして、当 RC会
員の髙橋豊さんが宮沢会頭の後任として
6月1日より新会頭に就任することとなり
ました。おめでとうございます。これから
ますますお忙しくなると思いますが、お体
には気を付けて時々RC の例会にも顔を

出していただければと思います。 
 
先日、RC の先輩であられる伊藤正郎さんがお亡くなりに

なられました。私はあまり正郎さんとの思い出はありません
が、私の父親とよく話をしておられました。印象に残ってい
ることは、正郎さんが当社に取引開始要請のため来社した際、
話が煮詰まらないにも関わらず長時間にわたり父と交渉し
ている姿でした。昭和世代の方々の商売熱心さ、目標達成に
向けて頑張る姿勢、気概の素晴らしさを感じました。 
また、正郎さんのお父さんも更に凄い方でした。上町から

一日市までがうまく機能していないため、トンネルをつくり
両地域の一体化を図る等の考えを提案するなど本当にスケ
ールの大きい素晴らしい方でした。 

 
次に音楽関連のお話をさせて頂きます。先日、レーザー使

用のレコードプレーヤーについてお話しましたが、今日は復
活したパナソニック㈱のテクニクスという音響機器向けブ
ランドについてお話させて頂きます。 
一旦、テクニクスは音響機器、オーディオ部門から撤退し

ましたが、最近、テクニクスブランドが復活し新しいレコー
ドプレーヤーを発売します。テクニクスは日本で一番、素晴
らしいレコードプレーヤーと思っております。びっくりした
ことは、レコードプレーヤー（ＳＰ-10）のターンテーブル
を押さえつけると本体が回り始める位、強いモータを使用し
ていることです。また、日本でしか造れないレコードプレー
ヤーが、「ＳＬ-1000Ｒ」、「ＳＰ-10Ｒ」として復活すること

になりました。非常に期待しております。但し、ターンテー
ブルシステム「ＳＬ-1000Ｒ」の価格が 160万円ということ
で、購入は厳しいなと感じております。   
皆さんはレコードプレーヤーは全て一緒と思っているか

も知れませんが、ダイレクトドライブ、ベルトドライブ、ア
イドラードライブの 3種類があります。私は 3種類すべての
レコードプレーヤーを使ってみましたが、現在はアイドラー
ドライブを使用しております。繊細なところですが、プレー
ヤーによって音は変わります。そして、このような素晴らし
いプレーヤーを造っている国は、スイス、イギリス、日本、
ドイツ等です。 
私はブームが去ると一気に撤退する日本の姿勢は良くな

いと思っております。そのため、後世に続く資産が途切れて
無くなってしまうことは残念です。そういう中で、今回、テ
クニクスが復活し、レコードプレーヤーを再生産することは
素晴らしいことです。これからも、日本の物づくりに期待し
たいと思っております。 
これで会長の時間を終わらせて頂きます。ありがとうござ

いました。 
 

■花巻商工会議所新会頭(6/1 付）髙橋 豊 氏 ご挨拶 
 みなさん、こんにちは。昨日、花巻商工
会議所臨時議員総会が開催され、宮沢会頭
辞任の後を受けまして会頭に選任されま
した。6 月 1 日から来年 10 月末までの残
任期間ということでスタートします。宮沢
会頭におかれましては約 25 年の長きにわ

たり会頭職を務められまして、本当に御苦労さまでございま
した。私も会頭職の大変さは傍におり認識しておりましたが、
会頭を引受けることになりました。私も 70 歳になり、長く
会頭職を務めることは出来ないと思いますが、健康に留意し
ながら頑張って参りたいと思っております。 
ＲＣの出席の方が心配ですが、今までより頑張って出席出

来るよう努めて参りたいと思っております。今後とも皆様方
のご指導、ご支援をお願い申し上げまして、簡単ではござい
ますがご挨拶とします。ありがとうございました。 

 
 
 

 
■参加者（※印は報告者） 
※阿部一郎君、※鹿討康弘君、※吉田和洋君、※谷村繁、 
佐々木史昭君、三田望君、藤田勝敏 

＜阿部 一郎 君＞ 
田中エレクトの開会点鐘から始まりま

して、藤﨑ガバナーの挨拶、菅野多利雄さ
んから挨拶がありました。菅野さんは今年
の 7 月で 100 歳になられるとのことで、
立派なご挨拶をなされました。挨拶時は周
囲の補助なくしっかりと立って挨拶をな

されておりました。まだまだ元気な姿を披露して頂きました。
週末には宮古ＲＣ60 周年にお邪魔することもお話しており
ました。その後、分科会に分かれまして、幹事・会計部会に
参加しました。RLI方式で10個の丸テーブルに別れて討議、
発表を行う形式で研修を受けてまいりました。各クラブとも
会員減少に関するが話題が中心となりました。会員増強に向
けて明確な答えはないなと感じながら各発表を聞いており
ましたが、花巻 RCも会員増強は喫緊の課題と考えておりま
す。来年度の国際ロータリー会長バリー・ラシンさんのテー
マは「インスピレーションになろう」ですが、どのような
意味なのだろうかと考え、ひらめき、思いつきとかが思い浮
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かびますが、活動しているうちに理解していくのだろうと考
えております。田中エレクトも何点か関連したお話をなされ
ました。吉田君の運転で皆さんと無事に帰って参りました。
吉田君、ありがとうございました。 
＜鹿討 康弘 君＞ 

 私が参加した分科会は会員増強・公共イ
メージ向上部会でしたが、一方的に話を聞
くだけで花巻 RC を PR する機会がなく、
欲求不満で帰ってきました。分科会で沢山
の課題について説明がありました。会員増
強、拡充、そして現会員が退会しないよう

にするための方法についてお話がありました。入会した時の
目的と会に留まっている理由がほぼ一緒ということでした。
(例えば社会貢献をしたい)次に女性会員を増やして欲しい
ということでした。女性会員がゼロのクラブは花巻 RC他 28
あります。女性会員を増やすことで会が盛り上がるというこ
とでした。その後、山口パストガバナーから女性会員が入会
することのメリットについてお話がありました。帰りの車の
中、皆で女性会員の入会について検討しましたが、なかなか
該当者がいないというのが現状でした。皆様には女性会員の
入会候補者の情報提供をお願いいたします。 
＜吉田 和洋 君＞ 

 地区協議会へ出席し、クラブ奉仕委員会
研修へ出席してきました。RLI方式という
事で、円卓に振り分けられ、グループ内デ
ィスカッション形式で進行。テーマは RI
会長エレクト方針への取り組みと、当地区
での九つの方針が出され、それについての

意見交換となりました。  
1.会員 1名以上純増達成 
2.RI財団年次基金「0」クラブ達成継続 
3.ロータリーの友の購読、マイロータリー活用促進 
4.RLIへの参加促進 
5.出席率向上奨励 
6.R賞、R会長賞受賞必須項目の達成 
7.ロータリーデー開催奨励 
8.地区運営の選択と集中とスリム化を目指す 
9.予算執行の費用対効果、透明性、公平性の保持  

という方針を題にしたディスカッションを…という事でし
たが、どちらのクラブでも、会員増強と出席率向上が喫緊の
課題のようで、奉仕への理解はされるものの、会費や例会出
席義務の観点で、若手の勧誘に苦労されており、会員増強と
共に退会といった課題も一部のクラブ以外は、皆同じ意見が
でました。中には会長職終わって 2～3 年後には又会長職で
既に 3巡目という方もいらっしゃいました。例会数を月 3に
したり、会報を月報化しているクラブも。他のテーブルの発
表も大方同じ話題に終始した、クラブ奉仕委員会研修でした。 
＜谷村 繁 君＞ 

地区協議会では、テーマ BE THE INSPI 
RATIONのもと、菅野 RI元理事からは四つ
のテストと奉仕実践の大切さ、田中 GE か
らは、FACE TO FACE COMMUNICAT           
ION と思いやりの心の大切さを学びまし
た。分科会の職業奉仕委員会総評では、 

MLB大谷翔平選手のゴミ拾いが称賛されました。捨てた人の
運を拾う。ゴミ拾いは 8つの KPIの 1つ「運」につながり
ます。初年度、職業奉仕委員会はフランスにフォーカスして
活動したいと思います。クラブから応援される委員会になれ
るようにと願いながら。 
  
 
30人中 11人出席    
出席率  44.0％  
前回修正 60.6％ 
 
◇メーキャップ  
5/20（日）地区研修・地区協議会 
阿部一郎君、三田望君、佐々木史昭君、鹿討康弘君、 
谷村繁君、吉田和洋君、藤田勝敏君 

 
 

＜立花 徳久 君＞ 当会会員の髙橋豊
さんが、6/1より花巻商工会議所の会頭
になられました。非常に多忙になると思
いますが、お体に気を付けて下さい。 
そして、ロータリーにも出席お願いします。 
＜鹿討 康弘 君＞髙橋会頭誕生おめでとうございます。会
員増強にむけて大きな力となります。昨日、ＦＭ岩手で収録
があり「ぬくまる食堂」の話をして参りました。6月毎週木
曜 10:50「西條ユキコの TA タイム」で 4 回放送されます。
｢花巻ＲＣ｣を連呼していますので、ぜひお聴き下さい。その
「ぬくまる」ですが本日 2回目です。12名申込ありました。
今日はスタッフ少なめですので大好きな台所に入ります。 
＜阿部 一郎 君＞5/20地区研修、協議会出席した方々、ご
苦労様でした。本日はぬくまる食堂開催日です。多くのメン
バーの参加を宜しくお願い致します。 
＜髙橋 豊 君＞昨日、花巻商工会議所臨時総会が開催され、
会頭に選任されました。宮沢会頭辞任により、6月 1日から
31年10月迄の残任期間です。今後共宜しくお願い致します。 
＜吉田 和洋 君＞前日とはうって変わった勿体ない晴天の
中、地区協議会へ参加してきました。クラブ奉仕委員会では
クラブ奉仕についての説明もないままグループディスカッ
ションでした。結局ほぼ会員増強の話が大多数でした。髙橋
豊さんの会頭ご就任をお祝い申し上げます。 
 
 
  
第 3094 回例会のメニュー 

『味噌カツ』            
 
■ニコニコ Box    

 
◇ぬくまる食堂 …5/22（火）開催 

6月開催予定日…6/12（火）26（火）                                              
◇花巻ユネスコ協会国際理解講演会 
「世界はあなたを待っている」 
6/15（火）13：50～15：10 無料 
会場 花巻東高等学校 講師…関場 慶博氏 

（弘前アップル RC会員） 
 
◇2018年地区研修・協議会スナップ 

 
           

     
 
 
 
 
 

              
              
 
              
 
 
 
 
 
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 
6/19(火) クラブ協議会 年間決算状況報告 幹事 阿部一郎   

6/26(火) 菊の会合同最終例会 やぶや  
 
  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 

◆ご連絡 

菅野多利雄さん

ん 

藤﨑ガバナー

ー 

田中ガバナー 
エレクト 


