
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２月 RI月間テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」 

2月より時程が、通常に戻ります 
11：30～理事会 

12：30～例会開会点鐘～食事～例会再開 

第 3127 回夜例会  2019 年2 月5 日(火) 
 

 
                                                           
 

 
 
◆2/21(木)ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市・花巻市姉妹都市提携 25周年記念事
業実行委員会開催について 実行委員会会長花巻市長 上田東一様 

◆2月ロータリーレート ＄1=110円   国際ロータリー事務局様 
◆4/19(金)地区大会記念親睦ゴルフ大会開催ご案内 

ガバナー事務所様 

◆社名変更のお知らせ  
      (株)ウノーインダストリー 代表取締役 鹿討康弘 

 
 
《会員誕生》橋川秀治君(1) 
《在籍年ﾊﾞｯｼﾞ》上田 穣君(21)・橋川秀治君(4) 
《夫人誕生》橋川史子(6/秀治)さん 
《結婚記念日》藤田勝敏/十志子さん(23) 

※結婚記念日当日ご自宅へケーキをお届けします。 
 
 
2/12(火)3128回 会員卓話     担当：小山田泰彦君 
2/19(火)3129回 ゲストスピーチ  

花巻市教育長 佐藤 勝様 
2/26(火)3130回 米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん 
         会員卓話     担当：上田 穣君 

【3月 月間テーマ 水と衛生月間】 
3/5(火) 3131回 慶祝・クラブ協議会【次年度各委員会委員選出】 

担当：鹿討エレクト 

※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 
昨日 ある会合で花巻温泉の 

安藤社長とお話ししたところ 
インバウンドは 8割が台湾の方とか。多くなるにつれ様々
な事も起こり、言葉の問題もそうですが、一番は急病人と
いう事でした。温泉では台湾語の話せるスタッフもいて、
手続きとか病状説明とか命にかかわるケースもあるので、
一緒に救急車で病院へ付き添うそうです。併せて花巻上海
便が就航するので、その対応も考慮しているそうです。 
日曜日は文化会館で演劇を見ました。山形県新庄出身、

松田甚二郎の一生を描いた舞台でした。宮沢賢治との繋が
りを知り、興味深いものがありました。実は年明け早々に
新庄へ行った際に地元の方から、花巻講演のお話をお聞き
したのでした。 
今日は、伊藤ガバナーノミニーのお話を、お聞きしたい

と思います。また、菊池代表幹事予定者様にもおいで頂い
ております。ご多用のところありがとうございます。 

 
【松田甚二郎については、下記 QRコードより資料をご覧ください】 

①参照◆山形新聞 ②参照◆新庄市 HP ③花巻市広報 12/1 

 
 
 
 

 
 
       
ホテル花城        

『揚げ豆腐の 

ピリ辛煮込み』 

 
★当クラブに新しいお仲間が増えました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆三田会長より種々会員グッズをお渡ししました。 
 
◆宮腰賢一様スピーチ 
共立精工 鹿討社長のご紹介で入会することになりま

した。金属工業団地に会社があり、金型の素材となる材料
を販売しております。宜しくお願いします。 

 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 
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◆3126 回 例会の概要 

 

 

 

□12：30開会点鐘          三田会長 
□国歌斉唱 
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから 

一.真実かどうか 
一.みんなに公平か 
一.好意と友情を深めるか 
一.みんなのためになるかどうか 

□ゲスト・ビジター他 紹介      幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 
□会長の時間                三田会長 
□慶 祝 ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ 
□米山記念奨学会より感謝状贈呈 ｶｳﾝｾﾗｰ阿部一郎君 
□【ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ】 ・・RI 創立記念日に因み・・ 
          担当：佐々木(史)国際奉仕委員長 
□他 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 
□13：30閉会点鐘           三田会長 
 
 
 

◆2 月 慶 祝                 
◆会員入会認証式   
(株)メタルスプレート 代表取締役 宮腰賢一様 
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◆ゲスト：地区ガバナーノミニー 伊藤智仁様(花巻南 RC) 

      地区代表幹事予定者  菊池忠彦様(花巻南 RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要 旨】伊藤ガバナーノミニーのお話し 
今日は機会をいただきましたので、思うままにお話させ

ていただきます。当時は先の話と思っておりましたが、先
月エレクト壮行会に出席し、もう来年が私の番か・・と思
いながら出席しました。 
私が話すことはロータリーに正解か不正解かで話すわ

けではございませんのでご理解ください。 
常に考えていることは、「ロータリーの魅力ってなんだ

ろう？」ということです。例えば交換留学生制度に見られ
る人を育てるということが大事にしていくところかと。将
来活躍をしていくだろう人材が様々な理由でつまずいて
いる場合、そこをしっかりと支援できるという人材育成か
と思います。 
奉仕＝無償奉仕・ボランティアではないのですが、結構

な割合でそうとらえられているケースがほとんどかと思
います。奉仕の行きつく先は職業奉仕。それぞれが自分の
職業を通じて、自分の能力を見据えて社会での役割を担う
ことが、究極の奉仕としてロータリーの活動を支えていく
ベース。しっかりとした対応を社会に対してしていけば、
それに対してきちんと報われ、その利益を社会へ還元し、
循環させること。自分を犠牲にしてまで行うものではない
かと。ロータリーはお金に余裕のある方々が集まり、昼飯
を食べている認識が大半。そういう意味では活動の PRが
足りないのかなと。まずは自分自身の仕事について、しっ
かりと相手に伝えることができることが重要。手続きやツ
ールにだけ特化しても効率は良いが何のためにそうする
のかまでは行きついていないような感じ。ロータリーの魅
力づくりのためにはどうすればいいか？を模索していき
たい。来年度よりエレクトとして本格的に動きますので、
皆様のご協力をお願い致します。 
【要 旨】菊池代表幹事予定者より 
代表幹事をする予定となっております。様々な大会等へ

参加してきましたが、代表幹事の役割はまだ不明です。ノ
ミニーの役割を G 事務所へ聞いても？？？でした。今ま
でのガバナー排出クラブはある程度会員数が多いので、ク
ラブで完結できたようですが、南クラブは現在 38名です
ので単体で運営するのは難しいかと考えます。Co ホスト
クラブとして、花巻・花巻北さんのご協力をいただかなけ
れば大会等のイベント運営は大変になりそうです。今年よ
り計画思案して参ります。何卒よろしくお願いします。 

 
 

 
 

33人中 16人出席  出席率  57.1％ 
    前回修正 57.1％ 

 
 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
＜谷村 仁君＞伊藤 GN 様、菊池様本日はようこそお越し下
さいました。入会された宮腰さん一緒にロータリーを楽し
みましょう。１/25 に北上の社宅から盛岡の自宅へなんと
か引越しました。段ボールで山積みになっている釣り具を
見て自分自身ア然としております(^^; 

＜滝田吉郎君＞早退します 
＜橋川秀治君＞伊藤 GN 様、菊池様ご多用の中お越しいただ
きありがとうございます。ロータリーの意味を改めて感じ
ることができました。宮腰様入会おめでとうございます！
素敵な笑顔に会えるのを楽しみにしております。 

＜吉田和洋君＞しばらく雪が積もらなかったので除雪という
言葉を忘れそうでしたが、今朝雪が積もり早朝から雪かき。
眠い。伊藤 GN、菊池様本日は、ありがとうございました。 

＜三田 望君＞伊藤GNお招きし貴重なお話しを伺いました。
誠にありがとうございました。本番まで一年半、お体に気
を付けてご活躍ください。宮腰社長のご入会を大歓迎致し
ます。共にエンジョイしましょう！ 

＜阿部一郎君＞伊藤 GN、菊池代表幹事予定者様本日はご多用
のところ例会参加ありがとうございました。2020-21年度
の本番に向けて忙しさが増すと思いますが、お体に気を付
けて頑張ってください。宮腰社長入会ありがとうございま
す。メンバーと一緒にもりあげていきましょう。 

＜鹿討康弘君＞宮腰さん、ご入会ありがとうございます。同
じ工業団地から悲願のお仲間です。伊藤 GN 熱い思いを語
っていただきありがとうございます。菊池代表幹事予定者
様ようこそいらっしゃいました。 
まちがって諸刃で頭を剃ってしまい翌日よりドキドキして 
いたのですが、5日目になっても家族も含め誰からも何も 
言われません。これって・・・。 

＜佐々木史昭君＞先週末、下町先生とセレナと種市 RCの 
夜例会にメーキャップしました。セレナは日曜までの 3泊 
を、吹切(ふっきり)会長宅にホームステイさせていただき、 
種市高校レスリング部に 4日間参加しました。これも下町 
先生のおかげ。海洋開発科の施設も素晴らしかった。 

＜立花徳久君＞伊藤 GN、2020に向け頑張ってください。 
菊池様もしっかり支えて下さい。サッカーのイラン勝利、 
全豪オープンテニスでの大坂選手優勝や嵐の休養と忙しい 
ニュースですが、我が家は嵐一色です(^^) 

＜伊藤智仁君(ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ)＞お招き戴き有難うございます。 
＜菊池忠彦君(代表幹事予定者)＞2020 年のガバナー年度に向け
て沢山のお願いをすると思います。宜しくお願い致します。 

 ※一部、割愛しているところもございます。ご了承願います 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
①≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫  
②花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会 
開催中止のお知らせ 
今年度、3 月 9 日(土)10 日(日)での開催を予定してお

りましたが、同日会場の花巻市総合体育館において、女子
バレーボールのプレミアリーグ開催が決定となり、会場を
使用することができなくなりました。また、その日以外小
学生は卒業式等の関係で日程が取れないため、残念ですが
今年度は中止となります。ご了承ください。 

 
風邪・インフルエンザが流行し始めております。 
お気をつけてお過ごしください。 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告            出席委員会 

メーキャップ 

1/14(月)花巻青年会議所 2019年賀詞交歓会  三田会長 

1月 24日(木)種市 RC夜例会  佐々木史昭君・下町壽男君 
編集制作 

【クラブ会報委員会】 
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

◆ゲストスピーチ   
『 伊藤智仁ガバナーノミニー(花巻南 RC) 』 

 

 

  

 

 
  


