
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「新役員就任」 

第 3148 回例会    2019 年7 月9 日(火) 
 

 
                                              
 

 

 
 

・7/30（火）鈴木ガバナー公式訪問合同例会のご案内 
〔花巻北 RC会長 鎌田憲幸〕 

・8/26（月）稲田宮司「神職身分浄階一級」昇進祝賀会ご案内
〔鳥谷崎神社氏子総代会会長 白藤 正悦〕 

・７月ロータリーレート 1ドル＝108円〔ガバナー事務所〕 
 
・8/4（日）「第 26回豊沢川クリーン作戦」ご協力のご案内 
〔豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 会長 藤沼弘文〕 
 

・9/8（日）「END POLIO NOW」（ポリオ撲滅）チャリティーゴ

ルフコンペ開催のご案内〔RI第2520地区 ガバナー 鈴木賢〕 
 
・9/28（土）「第 15 回国際ロータリー日韓親睦会議」ご宿
泊に関する資料 〔RI第 2520地区代表幹事 加藤幹夫〕 

 
・10/5（土）「第 18回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

〔ロータリー囲碁同国会〕 
 
・青少年交換プログラム（長期・短期）派遣留学生の募集    
について         〔RI第 2520地区 ガバナー 鈴木賢〕 

 

 
 

7/16(火)3149回 クラブ協議会・各委員会委員長抱負 
         事業報告/決算/事業計画/予算 

担当：各委員長・橋川幹事 
7/23(火)3150回 ゲストスピーチ/さくらや・多田真弓様 

担当：鹿討会長 
7/30(火)3151回 3RC合同 鈴木ガバナー公式訪問例会 
            主催：花巻北 RC/ホテル紅葉館  
7/31(水) 第 4回 ぬくまるアカデミー/なはんプラザ２F 
         12：00-14：30 ｢ガラスビーズ顕微鏡｣ 
8/6 (火)3152回 RC長期交換留学生壮行夜例会 

3RC・菊の会合同/風の季 17:30～ 
8/13(火) 休会  お盆休み 
 

8/20(火)3153回 慶祝/財団セミナー報告 
※9/4～9 ホットスプリングス RC 他来花 
 
 
 
 

新年度 コーラで乾杯！ 
  

 
 
 
 
 
 

高橋 豊君 
■会長の時間 鹿討康弘 君 ＊＊＊＊＊＊＊ 
□概要 
 新年度最初の会長の時間です。歴代の会長の緊張を他人
事として冷ややかに傍観していましたが、いざ私の番、こ
れからと思うと普通は緊張するのでしょうが、いつもの通
り、あまり緊張しておりません。信じられないほど時の経
つのが早い昨今、きっとこれからの一年間も信じられない
スピードで終わってしまうのだと思います。 
さて今年度は 48回の例会を予定しております。 
先ほど理事会で確認して頂きましたが、今年度昼例会は
43回、夜例会は 5回、休会は 5回の計画で進めて参りま
すが、立花年度で始まった音楽夜例会も好評ですので更に
追加の夜例会を検討してみたいと思っています。私が幹事
だった吉田年度の時で 46回ですから少し多くなります。 
先週は 3RC 合同ゴルフコンペに義務参加、3 年ぶりに

クラブを握って参りました。佐々木史昭君、吉田君の活躍
で花巻 RCが団体優勝でした。 
今週は 4日、5日と平塚 RC訪問です。会員 7名と滝田

さんの奥様と JC関係 3名の総勢 11名で行ってまいりま
す。来週の 9日は木村ガバナー補佐訪問、7月 30日は鈴
木ガバナー公式訪問 3RC 合同昼例会、担当は花巻北 RC
です。 
私は運のいい人間だと思っています。今までは、「運は

努力している人間に味方する」と思って生きてきましたが、
先日読んだある本に「運は後払いのポイント制のようなも
の。ポイントを貯めていない人に、“運”のポイントを使う
ことができない」とありました。著者が言いたかったのは、
そのポイントを貯めているのは自分自身の「努力」という
ポイントも当然だが、自分の知らない縁のある人、例えば
家族、今はいないご先祖様などのポイントがあって、その
「運」のポイントを使わせてもらっているだけ。だから使
ってしまったら、誰かの為に「運」のポイントを貯めなけ
ればいけない。これから私は「社会奉仕」というポイント
を貯めて誰かに使ってもらえるようにしたいと考えてい
ます。 
 
 
 
 
□花巻ロータリークラブ会長抱負  鹿討 康弘君 
花巻市には、三偉人と称される「宮沢賢治」「新渡戸稲

◆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 

◆3147 回 例会の概要 

 ■11：30～12：20 公式訪問事前委員会 

■12：30～13：30 公式訪問例会 

□開会点鐘              鹿討会長      
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト 
□ゲスト紹介             幹事 
□本日のプログラム、メニュー     親睦委員会       
□会長の時間                鹿討会長 
□RI 第 2520 地区第 2 分区ガバナー補佐ご挨拶・講評 

木村ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐(花巻北 RC) 

□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    ニコニコ・ボックス委員会 

□閉会点鐘              鹿討会長 
 ※終了後 G補佐を囲んで記念撮影 
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◆例会メニュー 

 

 

  

 

 

◆クラブ協議会 【新年度抱負発表】 

会長・幹事・会計・エレクト・副会長・大委員長・副幹事他 
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造」「高村光太郎」の記念館や記念物が展示してあります。  
宮沢賢治は言うまでもなく花巻に生まれ数々の作品を

残しましたが、新渡戸稲造の場合は先祖が 1598年（慶長
3 年）から約 230 年間、花巻の地に居住し、花巻城士の
文武両道に亘る指導にあたるとともに、新田開発に情熱を
傾けた一族だったという縁で「ゆかりの地」として知られ
ています。 
「智恵子抄」で知られる芸術家・高村光太郎は東京のア

トリエを空襲で失い、以前から交流のあった宮沢賢治の弟
の家に疎開し、7年間花巻の地で暮らしました。 

  
この高村光太郎が「岩手の人」という詩の中で岩手人を

称して、「沈深（ちんしん）牛の如し」、又、「地を行きて
走らず、企てて草卒ならず、ついに成すべきを成す」と評
しています。「沈深」とは「沈着で思慮深いこと（さま）」
で、つまり、口数は少なく、とっつきにくいが、物事に動
じず沈着冷静に努力を積んで成功を収める不言実行タイ
プのことです。コツコツと忍耐強く、努力を重ねながら、
機を伺い、結果として成すべきを成すのが「岩手の人」な
のだと光太郎は感じていたのだと思います。 

 
ロータリーに限らず団体活動をするうえで“明るく、楽

しく”運営することが活動の継続に重要なことは言うまで
もありませんが、「楽しい」という文字は「楽（らく）」と
も読むように、ともすれば「楽しい」と「楽（らく）」を
思い違いして、「親睦」だけに傾いてしまうことも少なく
ありません。私はロータリーの理念でもある「最も奉仕す
る者、最も多く報いられる」を基軸として、“楽じゃない
けれど楽しい奉仕”を信念に「岩手人」の誇りと忍耐をも
ってクラブ運営にあたります。 
 
≪抱負発表理事者≫＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
クラブ奉仕大委員長・会長エレクト・副会長：阿部一郎君 
・鹿討さんは 1年先輩で少年野球から花中の野球部まで
一緒でしたので、性格は分かっています。会長の力と
なり、出席率向上や会員増強など目標を達成できるよ
うに努力して参ります。 

 
職業奉仕大委員長：稲田典之君 
・まずはロータリーの義務であります「出席」をするよ
うに頑張って参ります。 

 
社会奉仕大委員長/滝田吉郎君 
・「あおり運転」が過ぎて例会会場に会長・幹事以外が
出席しなくならないよう我慢の運転をお願いします。 

 
青少年奉仕大委員長：吉田和洋君 
・昨年度は会場の都合上、残念ながら中止となりました
小学生親善バレーボール大会「花巻ロータリーカップ」
の実施。花巻 RC 奨学生制度の継続、花巻北高校と
ASMSA交流支援等 

 
会場監督：立花徳久君 
・例会等の楽しくスムーズな運営と｢音楽例会」の企画。 
 
副幹事：藤田勝敏君 
・業界の各会合と取引先である某温泉の年三回のゴルフ
コンペがすべて火曜日で例会と重なっております。そ
れ以外の日には頑張って橋川幹事をサポートします。 

 
地区国際奉仕委員：佐々木史昭君 
・クラブ内の役割は前年に引き続き友好クラブ委員長で
す。年度開始早々に、平塚の七夕まつりに合わせて今
週総勢 11名で平塚 RCを訪問して参ります。 

 
※活動内容については、活動計画書に記載となります。 

 
 
 
 

32人中 16人出席  出席率  57.1％ 
    前回修正 67.8％ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
＜鹿討康弘君＞「あおり運転」にならないように冷静に安全
運転で参ります。 
＜三田 望君＞鹿討丸の船出、お祝い申し上げます。やる気
満々の会長・幹事さんですので楽しみです。最大限のサポー
トさせて戴きます。 
＜阿部一郎君＞鹿討年度の初例会になりました。鹿討会長色
を目一杯出して「楽じゃないけど楽しい奉仕」と楽しい RC
の達成を祈念します。年バッチありがとうございます。 
＜吉田和洋＞鹿討会長・橋川幹事年度のスタート！宜しくお
願い致します。妻への誕生祝ありがとうございます。差が 1
つ縮まりました(^^) 
＜高橋 豊君＞鹿討新会長の船出を心よりお慶び申し上げ
ますと共に航海の安全をお祈り申し上げます。令和元年の会
長として、いろいろなアイデアで楽しい 1年にして頂きたい
と思います。31年バッジありがとうございます。 
＜佐藤良介君＞鹿討丸の新たな船出を祝し、鹿討会長のご活
躍をお祈り申し上げます。去る 6月 21日千秋閣にて、花中
同期会の古稀を祝う会を開催しました。全国各地から 103名
が出席し、旧交を温め楽しいひとときを過ごしました。本年
度の花巻 RC奨学生委員会を担当しますので、よろしくお願
い致します。在籍年バッジと夫人誕生祝ありがとうございま
した。 
＜立花徳久君＞鹿討新年席が始まりました。1 年間会場監督
として鹿討会長を支えて行きます。 
＜稲田典之君＞在籍 20 年表彰ありがとうございます。二十
歳の気持ちでがんばります。鹿討会長、健康に留意して
Rotaryを楽しみましょう！ 
 
 
＜滝田吉郎君＞鹿討会長一年間よろしくお願いします。当社、
新技術の需要が認められ、物づくり補助金の採択を受けまし
た。今後、社会への奉仕を忘れることなく、一歩でも会社を
発展させてまいります。 
＜佐々木史昭君＞花巻ロータリークラブ鹿討年度のスター
トを心からお祝い申し上げます。会員が楽しく参加して、地
域貢献が出来、会員拡大につながる活動をしっかりとサポー
トして参りたいと思います。 
＜藤田勝敏君＞橋川幹事のサポート役に徹し鹿討年度の円滑
なクラブ運営に尽力します。 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 

2019 年 7 月 4 日(木)平塚 RC 新年度例会にて記念撮影 

■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 
6/25（火）ぬくまる食堂 
  鹿討康弘君 
6/27（木）花巻市内 3RC 合同親睦ゴルフ 

佐々木史昭君・鹿討康弘君・吉田和洋君 
6/28（金）青少年長期交換留学生セレナラムダニ送別会 

佐々木史昭君・三田望君・阿部一郎君・上田穣君・ 
高橋典克君・藤原喜子君・吉田和洋君・佐藤良介君・ 
谷村仁君・橋川秀治君・鹿討康弘君 

 


