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◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

きます。ぜひ多くの方にご参加頂きますようよろしくお
願い申し上げます。
本日は、慶祝対象者スピーチですが、欠席者が多
いようですので、私から時間調整も兼ね、先週に続きホ

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
ゲストスピーチ
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

ットスプリングスの報告を写真交えながら行いたいと思
います。
今回ホットスプリングスでは４カ所のロータリークラブ
を訪問致しました。この地区は６１７０地区にあたり、州
都のリトルロックは６１５０地区で異なる地区となります。
一番歴史のあるホットスプリングス・ナショナルパーク・ロ

◆幹事報告

ータリークラブは約１５０名の会員がおられ、ダウンタウ

・第 5 回花巻市社会福祉大会の御案内

ンの歴史あるアーリントンホテルを会場に水曜日の１１：

社会福祉法人花巻市社会福祉協議会
・盛岡いのちの電話広報 105 号の送付について
社会福祉法人花巻市社会福祉協議会

４５からミーティングが行われています。こちらは花巻南
ＲＣと姉妹クラブ提携を結んでおりますが、２０１６年７月
１日に創立１００周年を迎えるそうです。花巻南ＲＣから
も参列、あるいはお祝いをしなければならないのではな

◆第 2970（10/6）例会の概要
■会長の時間

佐々木

史昭君

会長の時間「ホットスプリングス報告（その２）」

いでしょうか。
当花巻ロータリークラブの姉妹クラブであるホットスプ
リングス・ビレッジ・ロータリークラブは約７０名の会員で、
ホットスプリングスのダウンタウンから１５ｋｍほど離れた
ホットスプリングス・ビレッジの中にあります。ここは全米
最大級のゲイテッド・コミュニティで、広さは東京山手線
の内側約２倍位のところに、約１万３０００人の方々が住
んでおられます。いわゆるカントリークラブであり、ビレッ
ジの中に１８ホールの本格的なゴルフコースが９つもあ

こんにちは。本日の例会の前に１０月度の理事会を

り、コースサイドに立派な家がたくさん建っていて、これ

開催し、昨年行われた６０周年記念事業の決算につい

らが約３０００万～５０００万円くらいで手に入るようです。

てご承認頂きました。理事会意見にありましたように、こ

いわゆる富裕層と言われる方々が全米のあちこちから

れは本来クラブ協議会で承認頂くべきものであります

移り住んで来られています。木曜日の朝７時から例会

ので、１０月２７日の例会で直前会長ないし実行委員長

を行っておられます。

からご報告頂き、ご承認頂けるようにしたいと思います。

その他ダウンタウンに２つロータリークラブがあり、オ

また来週のるんびにい美術館視察例会および三井理

ースティン・ホテルで月曜日の昼に例会を行うオークロ

事長の講話、及び再来週の南部美人移動例会の要領

ーン・ロータリークラブ、こちらはジャッキーアリソンが会

についてもご承認頂きましたので、正式案内させて頂

長しております。それとエンバシー・スイーツ・ホテルで

火曜日の朝７時から例会を行うサンライズ・ロータリーク
ラブ、こちらはカレン・ガルシアが会長で、いずれも花
巻に来られたことのあるビジネスウーマンです。月曜日
から木曜日まで毎日ロータリークラブの例会に参加し、
４クラブのうちナショナルパークの会長のみが男性で、
他の３クラブは女性会長でした。

ナショナルパーク RC の
ﾊｲﾝﾂ会長

ドングーチのアメリカ国家
独唱

日本のニコニコボックスに相当するハッピーダラーと
いうシステムがあり、その平均単価は１ドルから５０ドル
までかなり幅があるようでした。
ビレッジの会長のリンダと旦那様はロータリークラブ
がご縁で結婚したようですが、米国は色々な方が入っ
てくるので、身元が確実な人どうしが紹介し合って集ま
りましょうという感じで、友人作りに大変有効だとの話で

ナショナルパークは
150 名の会員がいます

ビレッジのリンダ会長と
バナー交換

姉妹クラブ締結時の
リーアンブ・ランチ会長と

姉妹クラブの証明のたて

した。ロータリーの会費についてはあまり気にしていな
いようで、実はきちんと答えてもらえなかったのですが、
年間１０万円はかからないようでした。その代わりクラブ
でチャリティ活動を行ってお金を集めて、病院や学校
などに寄付をしているということでした。
本当はこのロータリークラブのチャリティ活動に関す
る話を用意していたのですが、写真を見ながらのお話
になってしまったので、全く違う話になってしまいました。
チャリティの話は、次週以降にお話しすることとし、以下
に写真を紹介したいと思います。

ハッピーダラー

報告をする佐々木会長

オークローン RC の
ジャッキー・アリソン会長

サンライズ RC の
カレン・ガルシア会長

私のハッピーダラーは
5 ドル

ベンの特別純米酒のお
土産（左）とパッピーダラ
ーの列（右）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

スピーチ風景/
柏山先生（下左）
細川先生（下右）
左から、姉妹都市コーディネーター、メアリー・ニール
ソン、姉妹都市基金理事長、カーラ・ムートン、州知事
アーサー・ハッチンソン、花巻国際交流協会理事長、
佐々木史昭、花巻北高英語教諭、細川英人、柏山真
哉

◆アーカンソー州知事訪問
州都リトルロックにある州庁舎
アーカンソー州知事
は、アーサー・ハッチ
ソンです。
州知事にベン・ベル
の造った南部美人特
別純米酒を贈呈。

◆10 月の慶祝

ホットスプリングスで
の日本酒醸造所立
ち上げの話には興味
津々。
夫人誕生日：
伊藤隆規君(左上)、
稲田典之君（右上）
笹木賢治君（左）
アーカンソー州知事
との 2 ショットは一生
の宝です。(^^)

在籍表彰：鹿討康弘君（3 年）代表してスピーチ

◆委員会報告
【職業奉仕委員会】

☆笹木 賢治 君
本日は、女房の誕生日プレゼントありがとうございまし
た。これからも、夫婦仲良く、末永く、愛し続けてまいり

「橋野高炉遺跡と花巻のもの

ます。

づくり」

☆立花 徳久君
先週、念願のお伊勢参りをして参りました。
外宮、内宮と駆け足で回り、非常に疲れました。
＜職業奉仕委員長 佐藤健一郎君＞

伊勢うどん、手こね寿司、美味しゅうございました。

☆橋川 秀治 君
■１０月 20 日（火）菊の会合同移動夜例会
「南部美人視察」のご案内、スケジュールなどの説明。

先週末、雫石で行われた自転車のイベントに
夫婦で参加し、冷たく向かい風の吹く中、100ｋｍを

【国際奉仕委員会】

完走して来ました。途中のジンギスカン等のせいか、
何故か体重は増えていました。不思議です。

☆鹿討 康弘 君
在籍記念バッジありがとうございました。
今年度、実はここまでは「皆勤」です。これも全て佐々
木会長のおかげと感謝しております。(>_<)
＜国際奉仕大委員長 三田 望君＞

◆前回

第 2970 回例会のメニュー

■９月 27 日（日）米山記念奨学会研修会出席の報告と
10 月 27 日（火）ゲストスピーチ、米山奨学生 温 都娜
（ウンドナ）さんのご紹介でした。

◆出席報告
31 人中 13 人の出席
出 席 率 50.0％
前 回修正 65.4％
◆メークアップ
9/27（日）Ｒ米山記念奨学会研修会
三田 望 君、吉田和洋 君
9/21（月） オークローンＲＣ訪問
ナショナルパークＲＣ訪問
佐々木史昭君

◆ニコニコボックス
☆佐々木 史昭 君
大村 智氏のノーベル賞生理学・医学賞の受賞、
おめでとうございます。

☆伊藤 隆規 君
家内への誕生日記念、 ありがとうございます。

『秋刀魚の塩焼き』

◆次回のプログラム
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
１０月２０日(火) 菊の会合同移動夜例会
■ 南部美人視察（職業奉仕委員会担当）

◆今後のプログラム案内
１０月２7 日(火) ゲストスピーチ
■米山奨学生 温都娜（ウンドナ）さん （米山委員会担当）
１１月３日（火） 休 会（文化の日）
１１月１０日(火) 慶祝該当者スピーチ＜例会前理事会＞
１１月１７日(火) ロータリー財団月間
■ゲスト地区Ｒ財団委員梶浦正氏
（ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当）
１１月２４日（火） 会員卓話
■ 戸来昭浩君

◆クラブ会報委員：鹿討康弘/多田浩二/佐藤誠吾/鳥畑昭裕/橋川秀治/小山田泰彦/飯塚正晴
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