
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 
第 3097 回例会/No.47 2018 年 6 月 12 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. 友好クラブ平塚ＲＣ来花者紹介・ご挨拶 
 【片野之万会長、三荒弘道幹事、杉山昌行会長エレクト、 
  常盤卓嗣ガバナー補佐(真弓夫人同伴)、 小野学君、 

清水孝一君、清水雅広君、清水裕君、 
   鈴木忠治君、森誠司君、米山俊二君】                                                                                                                                                         
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 
  
 
・ガバナー補佐公式訪問前お願い 
[２０１８-１９年度第 2 分区ガバナー補佐 田鎖 幸司］ 
 
 
■会長の時間「43 回/49 回」立花 徳久 君 

  こんにちは。今年度も残すところ今
月だけとなりました。スタート当初は
大変でしたが、途中から流れにのり、
年度後半にはロータリーの面白さを理
解できるようになったところで 1 年が
終わろうとしております。会長を経験

したことで多くのことを覚え、あらためてロータリーの立
ち位置や実践している内容を自覚することが出来ました。
今まで私は自分の思ったとおりに行動してきましたが、会
長就任後は皆さんの意見を尊重し、皆さんの協力を得なが
ら活動してまいりました。感謝しております。なんか最後
の挨拶のようになってしまいました。 
 今年度最後の活動は残すところ 3RC 合同親善ゴルフコ
ンペの幹事だけかなと思っておりましたが、オクラホマ訪
問団の対応が予定されておりました。少し大変ではありま
すが、やりがいのある活動です。 
また、今年度はぬくまる食堂を通じて子供たちと接し、

通常では経験出来ない多くのことを勉強しました。ぬくま
る食堂への協力をお願いしますと、多くの経営者の方々か
ら賛同を得られます。ニュースで取上げられ認知度が高ま
った影響もありますが、皆さんのぬくまる食堂への協力を
惜しまないという気持ちは確かなものです。めくまる食堂
と同様に RC の活動内容を正しく理解していただければ、
必ず RC へ入会、参加して下さるメンバーが増えると思っ
ております。まだまだ、我々の活動、宣伝が不足している
と反省しております。 
 最後に映画の話題です。先日、4K の UHD ディスクを
購入し、ヒュー・ジャックマン主演のグレイテスト・ショ 
ーマンを見ましたが、「レ・ミゼラブル」と同様に素晴ら
しい作品でした。是非，大型の画面で集中して見て頂けれ
ばと思います。TV の画面で映画を見ることと、大きなス
クリーンで映画を見ることは全く別ものです。TV で映画 

 
を見るとストリーはよく理解できますが、日常生活の中で
の鑑賞のため映画館の大きなスクリーンで集中して見る
場合と感じ方が全く違います。現在の映画館は音響設備が
素晴らしく、画面も良く、臨場感を味わいながら映画の素
晴らしさを体験することができます。 
 私も年を重ね、これから先の人生でどれくらい楽しむこ
とが出来るか考えております。そこで、今まで以上に音楽、
映画等を楽しむため、今年中に自宅の専用ルームの環境整
備に着手したいと考えております。皆さんの前で宣言すれ
ば、やらざるを得なくなり、将来に向けて楽しみを作ると
一日一日が早く過ぎていきます。年をとると毎日が長く感
じられます。これからも、自分の楽しみ、好きな事ができ
る人生を歩み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。 
■慶 祝 
 ◇会員誕生日      ◇夫人誕生日 

稲田 典之君(12 日)    鹿討 つぐみさん(3 日) 
 
 
 
 

◆◆幹◆幹事報 
  

はじめまして。新潟から赴任し 2 カ
月が経過しました。心残りであったこ
とは、RC の皆様へご挨拶が出来ずにい
たことですが、遅ればせながら、やっ
と、本日、実現することが出来ました。
大変、うれしく思っております。ある

方から、RC の新年度は 7 月なので、ゆっくりでいいよと
暖かいお言葉を頂いておりましたが、6 月中にはご挨拶
をと思い、本日、参加させて頂きました。正直、RC のし
きたり等について存じ上げておらず、ご迷惑をかけるこ
とが多々あると思います。 
新潟勤務時代に RC 会員の社長さんとおつきあいがあ

りましたが、花巻に赴任して皆様方の RC の運営に対す
る思い、情熱、そして和気藹々と情報交換を交えながら
も会を盛り上げていく姿に接し、素晴らしい会であると
感じております。これから、RC の会に参加させて頂き、
一緒に頑張って参りたいと思っております。どうかよろ
しくお願い致します。今日はありがとうございました。 
◆  
 
  

 こんにちは。今日はお招き頂きありが
とうございます。僕は 2015 年度の短期
オクラホマ留学に参加させて頂きまし
た。現地で 2 週間過ごして、自分の人生
の中で思い出になるたくさんの素敵な
経験をさせて頂きました。当時、留学直

前に校長先生と一緒に花巻ＲＣ例会へ参加し、美味しい
天ぷらを頂いたこと今でもしっかりと覚えております。 
 その後、僕は福島の大学に進学しましたが、オクラホ
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マ帰国後から抱いていた海外で勉強したいとの思いを諦
めることができず、自分のやりたいことはここでは見つ
からないと決断し大学を辞めることにしました。去年、1
年間、東京で勉強し 8 月 20 日からオクラホマの大学で 3
年間勉強し帰ってきたいと思っています。 
 大学を決めた理由はいろいろとあります。東京の学校
の提携校は 300 校ほどありました。多くの選択肢の中、
テストのスコア、お金のことを考慮しながらも、3 年前
にオクラホマで出会った人たちとの大切なつながり、自
分が身をもって経験したことが留学先を決定した理由と
なりました。もう一度、あの場に戻って、もっと大きな
ものを得て帰ってきたいと思いオクラホマに決定しまし
た。このように進路が実現したのも、当時、オクラホマ
へ送って頂いた RC の皆様のお陰と思っております。本
当に感謝しております。3 年後、またご挨拶が出来る機
会があれば幸いと思います。本日はどうもありがとうご
ざいました。 

年区 

◆2018-19 年度国際ロータリー 
研修・協議会 報告 2018 報 

 皆さんのお手元に今年 1 年の活動内
容をまとめた用紙を 1 枚配布しており
ます。今後、多少手直しを図りながら完
成してまいりますので、宜しくお願い致
します。～概要のみ～  
昨年の今頃は初めての幹事というこ

とで心配もありましたが、前吉田会長か
ら引継いだ書類を参考にしながら手探りの状態で例会を
スタートしました。後半は例会運営にも慣れスムーズな
活動が出来たと思います。次年度も幹事を担当させて頂
きますので、宜しくお願い致します。 
昨年 7 月に本年度の活動がスタートしたわけですが、

7/25 には藤﨑ガバナーの訪問が予定されている中、活動
計画書の作成、決算の取り纏め等があり、何とか乗り切
ったことを記憶しております。  
私は幹事と並行して米山奨学生の活動に関わっており

ますが、他に各イベントへの派遣調整、自らの参加等も
あり大変な 1 年でした。そのような中、例会にはほぼ全
て出席しました。年度内の対外的活動は残すころ遠野
RC60 周年記念式典をもって最後となります。 

6/7 にはオクラホマ訪問団の団長さんの歓迎会があり
ます。そして、6/12 には平塚 RC から常盤会頭、御婦人
を含め 12 名の皆様が来花します。是非、ご協力をお願い
いたします。 
注目すべき事は鹿討副会長のもとスタートした「ぬく

まる食堂」の活動です。保護者の皆様からは感謝の声を
頂いておりますが、一部メンバーのみの参加となってお
りますので、今後は多くの皆様方の参加をお願い致しま
す。是非、子供達と触れ合って下さい。 
現在、当 RCとしてやるべき活動が増えておりますが、

良いことだと認識しております。今まで私達がお世話に
なったことを RC の活度を通して返していくことは素晴
らしいことでもあります。私の考えの中心には「道徳」
があり、まわりにいろんなものが回っていると捉えてお
ります。皆さんと温かい心を持って活動していこうと考
えております。是非、一度でもよいので「ぬくまる食堂」
へ足を運んで頂ければと思います。来年度も「ぬくまる
食堂」は継続していく予定です。花巻 RC としても意義
ある活動です。 
今年一年、立花会長にはいろんなことに頑張って取組

んで頂きました。会長とはコミュニケーションもとれ、
良い会長、幹事のコンビであったと思います。とにかく、
一年間、無事に大きな問題なく過ごさせて頂きました。  

現在、信金さんの協力を経て決算を取り纏め中ですが、
6/19 までには決算を確定しなければなりません。今後は
中間期に一度、決算、収支状況の確認、確定が必要と思
いました。次年度には活かして参りたいと思います。当
初 47 回の例会を予定しておりましたが、壱岐での例会と
最終例会を 6/19 から 6/26 に変更したことで 49回とな
りました。うち夜例会は 6 回、音楽例会も開催しました。
楽しんで頂けたと思います。今年は親睦委員会が機能し
なかったので、来年度は各委員会がうまく機能するよう
に心がけます。以上をもって、活動報告とさせて頂きま
す。ありがとうございました。 
 
 
30 人中 11 人出席      
出席率  45.8％  
前回修正 68.0％ 
◇メーキャップ  
6/1(金)芸術家交流事業派遣者エリン・ホリディ氏歓迎会  

阿部一郎君 
6/2(土)前沢ＲＣ50 周年記念式典  

鹿討康弘君、三田望君 
 

 
＜立花 徳久 君＞ 残り 1 カ月となり、
少しずつ心の締め付けが緩くなりつつあ
るこの頃です。本日は日生の川口悟さん、
2015 年のオクラホマ派遣生の青砥亮汰
君、よくいらっしゃいました。 
＜鹿討 康弘 君＞日本生命川口悟様、青

砥亮汰君、ようこそ花巻 RC へ。6/2 は前沢 RC50th 記念
式典に三田さんと参加して参りました。6/3 は孫の一升も
ちの食事会をここ、ホテル花城で行いました。おかげ様で
3 食続けてお雑煮をいただき、Y シャツのボタンがはじけ
そうです。というか、何度かはじけました。夫人誕生日あ
りがとうございます。去年のギフトカードは一升もちに使
いました。 
＜阿部 一郎 君＞6 月に入り暑い日が続いています。皆
様には充分な水分を取り熱中症に気を付けて下さい。立花
年度もあと 1 カ月、何事もなく無難に過ごしたいと思い
ます。日本生命川口さん、花巻 RC 例会へようこそ。本入
会をお待ちしております。青砥君オクラホマ留学とのこと。
今後の活躍を期待します。 
＜稲田 典之 君＞誕生祝い、ありがとうございます。 
＜浅沼 幸二 君＞早退します。 
 
第 3096 回例会のメニュー 
『赤魚のみぞれ煮』  
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6/19(火) クラブ協議会  

年間決算状況報告 幹事 阿部一郎君  
          新年度決意表明 会長エレクト 三田 望君  

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 

◆クラブ協議会 年間事業報告 

担当 幹事 阿部 一郎 君  

   

  

 

 


