
 

■第 3298 回例会 11 月 8 日 会長の時間  

皆様、改めましてこんにちは。11 月は「ロータリー財団月間」 

ということで、本日は講師として伊藤パストガバナーにお越し頂 

いております。佐藤ロータリー財団委員長には本日のセミナー 

実施に向け、いろいろとご尽力を抱きありがとうございました。 

感謝申し上げます。 

また、11/4 の地区大会記念ゴルフを皮切りに 11/6 の地区大会総会・懇親会に

ご参加頂いた皆様、大変ご苦労様でした。10 月末から県内のコロナ感染者数が増

加している中、立食形式の大懇親会がどのような形式で実施されるか少々心配して

おりましたが、従来どおり（コロナ発生前）のスタイルで大変な混雑状況でした。万が

一、今日から明日の午前中までに喉の不調、発熱等の症状が発生した場合は気を

付けて行動をお願い致します。そして、総会終了後のウクライナ民族楽器演奏者カテ

リーナさんの記念演奏～ウクライナへの思い～には、会場全員が感動し涙しました。何

かの機会があれば、是非もう一度、カテリーナさんの演奏会を花巻で企画して頂けれ

ばと思います。 

前後しますが、11 月 3 日、花巻温泉紅葉館にて花巻市市勢功労者受賞表彰

式が開催され、当クラブからは三田望さんと佐藤良介さんが表彰されました。誠におめ

でとうございました。お二人の益々のご活躍を祈念申上げます。 

11/1 の理事会で 12/20 クリスマス家族会に花巻北高校軽音楽部の皆様をゲス

トとしてお招きし演奏して頂く予定でしたが、現在交渉を進める中でアンプ数台、ドラム

セット等の用意の依頼があり、私は楽器関係の知識に乏しいため、本日、対応につい

て立花さん、浅沼さん、鹿討さんに相談しているところであります。来週中に方向性を

出して、正式に皆様へご報告したいと考えております。 

本日は伊藤パストガバナーの講和をお聞きできる貴重な機会ですので、私の会長

の時間は簡単ですがこれにて終了させて頂きます。伊藤パストガバナー、本日はどうぞ

宜しくお願い致します。 
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11月 15日 第 3299回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.2022-23 年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区大会 

参加者からのご報告 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 

会長 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

 

 

地区大会参加者 

 

幹事 

出席委員会 

ボックス委員会 

 

会長  

  

Weekly Report 

BULLETIN 

2022 年 11 月 15 日                                                            Vol.19 

 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

月間テーマ：ロータリー財団月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

・国際ロータリー第 2520 地区 地区大会ご臨席の御礼 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 天沼 久純〕 

・2023-2024 年度 地区補助金申請受付開始のご案内 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナーエレクト 森川 

昭正〕 

・12/4(日)森川昭正ガバナーエレクト壮行会のご案内 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 天沼 久純〕 

・第 20 回記念ロータリー全国囲碁大会の結果速報 

〔国際ロータリー第 2580 地区ガバナー事務所〕 

■出席報告 

32 人中 16 名 

出席率 55.1％ 前回修正 65.5％ 

■メーキャップ 

11/4(金)地区大会記念ゴルフ大会 

稲田典之君・佐々木史昭君・上田直樹君 

11/5(土)地区大会委員会・懇親会 

藤田勝敏君 

11/6(日)地区大会本会議 

藤田勝敏君・藤村弘之君・高橋豊君・三田望君・

稲田典之君・佐々木史昭君・阿部一郎君・立花

徳久君・橋川秀治君、藤原喜子君 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★11/8 のメニュー★★ 

白金豚ハンバーグ 

フランボワーズのﾑｰｽ 

 

■今後の予定 

11/22(火)会員卓話 担当 鹿討康弘君 (仮題)最近の市政報告 

11/29(火)ゲストスピーチ 坊迫 舞香 様 (仮題)近況報告 

12/6(火)会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 

12/13(火)会員卓話又はゲストスピーチ(未定) 
 
■その他 

11/15(火) 第 2 回フードドライブ 

11/24(木) ぬくまる食堂フードパントリー 
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■第 3298 回 ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】本日は、お忙しい中、伊藤パストガバナーには御講

演頂き、大変ありがとうございました。今後とも御指導よろしくお願い

致します。そして、今日は多くの皆様に例会へ出席頂き感謝致しま

す。 

【高橋豊君】先日は何年ぶりかで地区大会に参加しました。数年ぶ

りに会った方々などなつかしい出会いもあり、参加して良かったと思い

ます。ガバナーやスタッフの皆さんに感謝致します。ありがとうございま

した。 

【三田望君】地区大会に参加させて頂きました。みんな良かったです

が、特にウクライナ民族楽器のバンドゥーラ奏者で美人歌手のカテリ

ーナさんの歌声に魅せられました。チャンスを作って再度花巻で聴き

たいものだと思いました。 

【佐藤良介君】伊藤智仁パストガバナーには本日は財団セミナーの

講師をお務め頂きありがとうございました。ロータリーと職業、会社の

経営について示唆に富んだお話を頂きました。これからの活動に生か

して参りたいと思います。11 月 3 日、花巻温泉で花巻市市勢功労

者表彰式が行われ、家内同伴で出席し、表彰状を頂きました。改

めて長年にわたるご支援に心から感謝申し上げます。 

【佐々木史昭君】伊藤智仁パストガバナーには、ロータリー財団セミ

ナーの貴重な講話をありがとうございました。大変勉強させていただき

ました。本日、11 月 8 日「鐵」を扱う業界の安全祈願を行う“ふい

ごまつり”の神事を当社中央コーポレーションで行ないました。“ふい

ご”とは、火に空気を送る送空機のことです。安全第一で鉄の仕事

を続けて参ります。 

【稲田典之君】地区大会記念親睦ゴルフコンペに参加して、いっぱ

い打ってきました。秋晴れで紅葉も美しく楽しいゴルフでした。伊勢

路での大学駅伝、母校・國學院大學が第 2 位でゴールしました。

箱根駅伝が楽しみです。 

【立花徳久君】先週地区大会に行ってきました。なにより、ウクライナ

の民族楽器の奏者のカテリーナさんが奏でるバンドゥーラの音色とカテ

リーナさんの透き通った声でメロメロでした。 

【阿部一郎君】伊藤パストガバナー、本日はお忙しいところ、財団セ

ミナーありがとうございました。日曜日の地区大会、今月は神戸にも

行くという事ですので、体に充分留意してこれからの大活躍を祈念し

ます。 

【吉田和洋君】10 月末に胃腸不良に陥り、結婚祝ケーキを食べれ

ず、急遽 4 日 60 才前にして人生初の胃カメラ(鼻)を経験しまし

た。一週間ほぼ食べられなかったので、現在少しずつ食事量を増や

しながら調整しております。原因は？です。コロナではありません。伊

藤パストガバナー様、本日は講話ありがとうございました。佐藤良介

さん、三田望さん受賞おめでとうございます。 

【橋川秀治君】11 月 6 日の地区大会、カテリーナさんの歌声に魅

了され、久々の本大会後の懇親会が開催され、楽しい時間を過ご

せました。本日は結婚記念のケーキありがとうございます。 

 

 

■ロータリー財団セミナー 講師 伊藤智仁パストガバナー 講話要約 

財団の話、ポリオの話ということですが、いつも言ってい

るように手続きめいた話になるといくら手続きの話をし

てみても、その手続きを聞いたら、「よしいい話を聞い

た。俺も一つ寄付しようかな」って気になるはずがない

というのが私の本心です。だからそうではなく、やはり何 

のために寄付しているのかその辺りからちょっとお話ししてみたいと思いま

す。 

 米山関係の話ですが、地区大会本会議に米山親善大使のトーゴの

アドゥアヨム アヘゴ・アクエテビさんという方が来て話をしました。その方が

行っている仕事の内容が、トーゴ、コンゴ両国の地域で内戦があって、

手足のない身体が不自由の方がたくさんいる。まさにここが切り口ですけ

ども、そのような人達が社会に出て活躍できるように、義手とか義足とか

そういった装具を研究して、地域のために頑張りたいという話でございまし

た。ここですよね。かわいそうだからみんなで寄付を集めて支援しよう、と

いうことでやっているわけではなくて、生を受けたからには何か役に立ちた

いと。そういった人たちに役に立てるよう、装具とかね、彼が自分はそうい

う思いでやっているということを言っておりました。いつも米山の会合の時

に言っていますが「君たちが苦学生だからお金を出しているわけではなく

て、君達の将来の活躍にかけて、いろんな支援しています」と言ったこと

を、彼はしっかり受け止めて話しておりました。だからこそロータリーの親善

大使の肩書きで、いろいろな所で話をしていると思いました。 

 なんとなしに「財団」という、そういった人たちの切り口って見えてきたでし

ょ。この前のポリオのお話の続きをすれば、決して病にかかって苦しんいで

る人を助けるという切り口ではないです。30 数年前に始まったポリオのワ

クチン投与っていうのが、当初は、世界中、毎年毎年 35 万人も感染

しており、そして、ロータリーはワクチンを投与し始めて、それを 10 年くら

いで限りなくゼロに近づけました。でも、その後 20 年だらだらと厳しいとこ

ろが続いて、ようやっと今あと少しとなっているわけです。いずれ 35 万人

も感染していたものが、10 年近くでほぼゼロになるということですけども、

単純に行けば 35 万人がそのままずっと続けば、10 年経てば 350 万

人でございまして、まして 30 年続けば大体 1000 万人くらいの人がポ

リオに感染していた、と。しかし、それをわずか 10 年でほぼゼロまで持っ

て行った、と。仮にワクチン投与が進んでいなかったら、多くの人が病気に

罹っていたかもしれない。ワクチン投与のおかげで、何百万人もの人間を

社会に送り出してきた。さっきの話に結びつければ、何百万の活躍でき

る人を社会に送り出してきたっていうのがロータリーの役目ということです

ね。 

ロータリーの目指しているところは、「活躍の連鎖」といいます。ロータリ

ーが目指しているところはまさに、人類の活躍の連鎖みたいな部分をそこ

にメスを入れようと思って努力しています。ただし、なかなかそこまで気が

付いて対応している人がいるのかいないのか、ちょっと悩ましいところでは

ありますけれども、だからあと少しという表現はいいですけど、私からすれ

ば、あと少しは大事ですけど、もはやこだわりの世界で、あと少しの人に

活躍の機会を提供するのであればもっとやらなければならない事がたくさ

んあるだろうな、と。そんなことを思いながら、こんな話を声かけられた時に

はあちこちで話しておりました。 ありがとうございました。 

 

 


