
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 
第 3099 回例会/No.49 2018 年 6 月 26 日 
               

 
1. 開会点鐘  
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間         
4. 新旧会長・幹事バッチ交換及び挨拶 
5. 菊の会新旧会長・会計挨拶 
  例会終了後記念撮影  
6. 懇親会  

各賞発表 会長特別賞、年間出席表彰、年間ＢＯＸ表彰 
米山賞、Ｒ財団賞他 

7. 中締め、閉会 
  
 
・花巻商工会議所創立 70 周年記念誌の贈呈について［花巻商工会議所］ 
・ホットスプリングス市姉妹都市提携 25 周年記念事業について 
（依頼）     [記念事業実行委員長 花巻市長 上田 東一］ 
・国際ロータリー第 2520 地区 2017-18 年度ガバナー事務所閉鎖 
並びに直前ガバナー事務所開設のおしらせ ［ガバナー事務所］ 

・2018-19 年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会のご案内
［国際ﾛｰﾀﾘｰ 2520 地区 2018-19 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ 田中 堯史］ 

 
 
 
■会長の時間「45 回/49 回」立花 徳久 君 

こんにちは。今年度も残すところ、今
日そして来週の例会だけとなりました。1
年間、頑張って参りましたが、希望してい
た夜（音楽）例会を開催することができ満
足しております。 
過日、遠野ＲＣの記念式典に参加して参

りました。遠野ＲＣはメンバー16 名で高
齢化が進み式典準備には苦労したようですが、アットホーム
な雰囲気で良い式典でした。また、隣席の方が松島ＲＣの方
で会員数をお聞きしたところ 7 名ということでした。年会費
は 22 万円、夜例会には毎回 3 千円徴収しているそうです。
いろいろとお話をお伺いしている中で、ＲＣはある程度の人
数そして資金がないと円滑な事業運営が出来ないなと考え
させられました。 
昨日、タクシー業界の会議出席のため盛岡に出張して参り

ました。疲れがピークでマッサージを頼んだところ女性の方
でしたが、子供達にピアノを教えながら小学校の音楽補助教
員をしており、非常にクラッシックの造詣が深い方でした。
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団が来日公演で演奏したヴ
ァーツラフ・ノイマン指揮の「わが祖国」の話をしたところ、
非常に盛り上りました。やはり、人と話をする際にはたくさ
んの引出し、趣味を持っていると相手との距離感が近くなり、
会話が弾みます。マッサージでリフレッシュした後、いつも
のことながら夕食で肉を食べすぎてしまいました。 
参加した会議では、タクシー業界の今後 2 年間の進め方等

について話し合いを行いました。タクシー業界は先行きに危
機感を持っており、今後の変化について全く予想がつかない
ということでした。そして、どのような形で自分達が残って
いけるのか、後継していけるのかが話題となりました。東京
のような大都市圏は一見のお客さんだけで商売をやってい
けますが、地方では固定客が 90％です。固定客が高齢化した
後、どうやって生き残っていけるのか。どの業界でも同様で
すが、難しい問題が山積みです。知恵を絞りながら、何とか
頑張っていくしかないということになりました。 

いよいよ、来週の夜例会で会長職の任期を全うします。拙
い 1 年間でしたが、ほんとうにありがとうございました。 
今日はゲストとして、㈱リコーメディカル代表取締役の高

橋利美さんがいらっしゃっております。どうぞ、よろしく、
お願い致します。 

 
■オブザーバー ㈱リコーメディテカル 

代表取締役 高橋 利美様 御挨拶 
只今、御紹介いただきましたリコーメデ

ィカルの高橋でございます。顔なじみの方                      
が多くおり、ほっとしております。 

時代の環境にあわせた商品を捜し歩いて、
販売しております。本日、とりあえず 1 回      

参加してみようということでお邪魔しました。昼食を御馳走
して頂き、入会になりそうです。長く在籍出来ればと思って
おります。宜しく、お願い致します。 

 
 
 

■年間決算状況報告 幹事 阿部 一郎 君 
4 月末時点の収支決算状況について、ご報告致します。 

【一般会計】 
〈収入の部〉 
新規入会が 1 名のみにとどまり、   
会費、入会金が予算を大幅に下回  
りました。 

〈支出の部〉 
「分担金」：資料掲載のとおり 
「クラブ奉仕費」：6/26 に最終例会が開催されるため、親睦
費で 300 千円の支出が予定されています。 

「幹事費」：ほぼ支出は終わっておりますが、今後、若干の
支出が予定されております。 
よって、次年度繰越金は 4 月末時点の 1,204 千円から 400
～500 千円減少し、700 千円程度になる見込みです。 

【ニコニコボックス会計】 
〈収入の部〉 
最終的にニコニコボックス収入は 1,250 千円程度、地区米
山奨学金は 1,600 千円程度になる見込みです。 

〈支出の部〉 
今後、花巻ＲＣ奨学金の支出、地区米山奨学金の支出が予
定されております。よって、次年度繰越金は 4 月末時点の
758 千円から大幅に減少する見込みです。 

【奨学金会計】 
〈収入の部〉 
預金利息 59 円の差異以外は、予算どおりの収入となる予
定です。 

〈支出の部〉 
ニコニコボックス会計 59 円の差異以外は、予算どおりの
支出となる見込みです。 

【70 週年事業積立金】 
2025 年の開催に向けて、今年度も 20０千円を積立する予
定です。 

7 月の決算報告までに、きっちりと纏めた収支決算書を
提出しますので、宜しくお願い致します。 

■新年度決意表明 会長エレクト 三田 望 君 
  みなさん、こんにちは。先ずは、それ
ぞれの大委員会の活動について委員長さん
へ問い合わせをしながら、来年度の活動に
ついて考えてまいりたいと思います。現在、
社会奉仕大委員長の橋川君から書面の提出 
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を受けておりますし、職業奉仕大委員長の谷村君からは地区 
とのやりとりに対する意見を受けております。佐々木史昭君 
は地区の国際奉仕委員会・青少年交換（短期）委員会の委員 
長としての活動がメインとなります。それから、短期と長期 
の交換生の子供達を花巻で受入します。花巻北高校との繋が 
りが続いており、特にＡＳＭＳＡ校との繋がりをメインとし 
た活動を進めていくと思います。それぞれの部門で活動した 
いことがあると思いますが、私から皆さんにやって頂きた内 
容は文章で報告したいと思います。 
先日、関場慶博さんの講演会が花巻ユネスコの事業として

花巻東高で行われました。関場慶博さん（弘前ＲＣ所属）は
第 2830 地区パストガハナーで、10 年前に 50 歳台でガバナ
ーを務めたロータリアンでございます。せきばクリニックと
いう小児科を開業しており、ロータリーでここ 20 年間進め
ているポリオを世界中から撲滅する「ポリオゼロ」の活動に
取組んでおります。現在、ポリオはインド、発展途上国で数
例発症しており、撲滅までもう一歩のところにあります。関
場先生は毎年、インドの奥地まで行ってポリオワクチンを子
供達に投与しております。まさに、社会奉仕、国際奉仕、そ
して自分の仕事を通じて社会に貢献する職業奉仕を実践し
ております。まさに、ロータリー精神を発揮している典型的
な例であると感心しながら講演を聞かせて頂きました。 
以前に何回かお話したことがありますが、私が 31 歳の時

にＪＣの宮川理事長さんからＲＣで海外への留学希望者を
募集しておりＪＣで誰かいないかという話を聞き、手を挙げ
たところ運よく採用になりました。そして、アメリカのオク
ラホマへ 2 カ月間行ってまいりました。私自身、海外での体
験は初めてで、あの時のロータリーのプログラムが自分の人
生を決めたと思うところがあります。アメリカでは 12 の家
族にホームスティさせて頂き、アメリカのロータリアンの考
え方、生活を体験してきました。その時のロータリーに対す
る思いが強く、40 歳にロータリークラブへ入会しました。 
ロータリーにはアメリカで勉強させて頂いたというご恩

がありまして、何とか少しずつでもロータリーに返して行こ
うという思いがあります。来年度、また会長として仕事が出
来るということはありがたいことでもあり、ロータリーに対
してご恩返しが出来ればという考えがあります。ロータリー
以外にも幾つかの団体に入会しておりますが、生きているう
ちに何が出来るのか、何を残せるのかなと考えるようになり
ました。ある意味ではＲＣという団体でグループとして何か
果たすべき役割を皆さんと相談しながら果たしていくこと
が、ロータリーの一番の良さと思います。個人で出来ない事
はＲＣを通して、各委員会で奉仕出来ればいいかなと思いま
す。私はロータリーを通じてロータリーに恩返しをする、そ
して周りに恩返しを出来ればと思っております。このような
思いで、精一杯、一年間続けてまいりたいと思います。 
ロータリーに対する思いは一人ひとり違いますが、ロータ

リーに入って良かったなと思えるようにしたいと思います。
高橋利美さんからは入会申込書を頂いておりますので、どう
ぞよろしくお願い致します。ロータリーに入会して、仕事を
通じて喜んで頂ける人の輪が広がっていくことがロータリ
ーの一番の活動の目的でもあります。是非、大歓迎致します。
どうぞ、宜しくお願いいたします。 
 
 
30 人中 13 人出席    
出席率  54.1％  
前回修正 79.1％ 
◇メーキャップ  
6/12（火）平塚ＲＣ歓迎会 
立花徳久君、阿部一郎君、吉田和洋君、三田望君、髙橋豊君、
高橋典克君、滝田吉郎君、上田穣君 
6/13（水）花巻 3ＲＣ・平塚ＲＣ合同親善ゴルフ 
立花徳久君、阿部一郎君、吉田和洋君、佐々木史昭君、 
藤田勝敏君 
6/15（金）第 2 分区会長幹事顔合わせ会 
立花徳久君、阿部一郎君、吉田和洋君、稲田典之君 
6/16（土）遠野ＲＣ創立 60 周年記念式典 
立花徳久君、阿部一郎君、谷村繁君 

 
 
＜立花 徳久 君＞ 本日はゲストでリコー
メディカルの高橋利美さんに出席いただき
ました。よろしくお願いいたします。任期
残り 2 週間がんばります。 
＜鹿討 康弘 君＞4 月からのダブルワーク
の疲労回復を解消しようと坂田管機材の吉田社長のアドバ
イスに従い『高濃度炭酸水素イオン泉瞬間製造装置』をお世
話になり導入しました。皮膚から炭酸水素イオンが吸収され、
血流量を増やし、ヨーロッパでは「心臓の湯」とよばれ、19
世紀から炭酸泉による入浴療法が盛んなようです。疲労回復
の効果はまだ判りませんが、おでこはツルツルになりました。 
＜阿部 一郎 君＞今年度もあと 2 回で立花丸が終了となり
ます。この 2 回を大切に全力でやりとげようと思っています。
本日オブザーバーで来ていただいた高橋利美さん、入会よろ
しくお願い致します。7 月より一緒に頑張りましょう。 
＜三田 望 君＞いよいよ、7 月になります。来年度、立花
年度と変わらず、ご支援の程よろしくお願いします。最終例
会誠に申し訳ありません。欠席です。 
＜吉田 和洋 君＞ガバナー補佐杯コンペには、稲田さんと 2
人で参加し、メンバーとハンディに恵まれ、まちがって優勝
してしまいました。（団体は 3 位）日曜日奥さんと娘とカー
ラと一緒に小岩井農場へ行ってきました。娘とカーラ 2 人で
楽しんでいた様です。ＢＢＱもしてきました。奥さんと娘は
今週末のタコパーにも参加します。 
 
 
 
 
＜佐々木 史昭君、藤田 勝敏君＞花巻市内 3ＲＣ＆平塚ＲＣ
合同親善ゴルフコンペ団体戦で当クラブが優勝しました。賞
金をＢＯＸします。ちなみに成績は、1 位・花巻ＲＣ、グロ
ス平均（2 名）92.50 点、2 位・花巻南ＲＣグロス平均（10
名）97.50 点、第 3 位花巻北ＲＣグロス平均（10 名）101.30
点、第 4 位平塚ＲＣグロス平均（6 名）102.50 でした。 

 
第 3098 回例会のメニュー 
『天ぷら定食』            

 
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/3 (火)クラブ協議会 会長・幹事・大委員長抱負 
7/10 (火)クラブ協議会 各委員会委員長抱負 
7/ 17 (火)クラブ協議会 事業報告・決算/事業計画・予算 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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 


