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◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.

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
花巻バレーボール協会理事長 川村 篤 様
「花巻ロータリーカップ小学生バレーボール大会
（3/12～13）について」／担当 笹木賢治大委員長
5. 幹事および委員会報告
6. 出席報告
7.ニコニコボックス
8.閉会点鐘

◆幹事報告
◆バギオだより ｖｏｌ.53
（一財）比国育英会バギオ基金
◆情報誌「ひと花」第 4 号の配布について
花巻市友好都市交流委員会
会長 宮澤啓祐
◆5/7（土）盛岡西ロータリークラブ
創立 50 周年記念式典・祝賀会のご案内
盛岡西ロータリークラブ
◆2/28(日)インタ— シティ・ミーテイングのお礼
水沢東ＲＣ

秀な生徒２３７名が旅立たれました。当クラブで花
巻ＲＣ奨学金を給付させて頂いているということもあ
り、私は今年度学校評議員を仰せつかり、案内を
頂戴し参加させて頂きました。さすが地域トップの
県立高校の卒業式で、保護者の方も大勢参加さ
れ、式典も大変厳かで、式辞を述べられた在原校
長先生も、祝辞を述べられたＰＴＡ会長の佐藤寿
美さんも、同窓会長をされている当クラブ会員佐藤
良介さんも、本当に素晴らしいあいさつで、感動溢
れる卒業式となりました。花巻市長や教育長、岩手
県教育事務所長などいわゆるご来賓はいらっしゃ
らず、校長先生を中心にした学校関係者によりしっ
かり運営された、良い意味でとても日本らしさを感
じる卒業式でした。在原校長先生はこの３月で定
年退職を迎えられるということもあり、ひときわ思い
のこもったご挨拶で大変印象に残りました。これか
らのみなさんの人生において３つのことを心がけて
欲しいと思います。１つは一歩前へ出る勇気を持
つこと、２つは自分の頭でよく考えること、３つはチ
ームで仕事をする大切さを理解することです。私が
もし同じような場ではなむけの言葉を送るとしても
おそらく同じような内容になるのではないかと感じ、

◆第 2988（3/1）例会の概要
■会長の時間
佐々木 史昭君

多くの方の心に残る式辞であったと思います。

「ＩＭ報告とパク・ウンジョンさん」
先週日曜日はインターシティミーティングで水沢
グランドホテルまで行って参りました。花巻クラブか
ら５名、南クラブから４名、北クラブから４名の参加
で、うち６名が在来線で一緒に往復しましたが、水
沢駅まで５駅約２５分、束の間の楽しい電車の旅で
した。開始５０分ほど前に水沢に着きましたので、
予てから調べていた食べログで評判のそば屋さん
に寄りましたところ３名しか座れず、年齢順に三田
みなさん、こんにちわ。本日は岩手県立花巻北

望さんと南クラブの藤本純一さんと私が入ることに

高等学校で卒業式が開催され、花巻を代表する優

なり、吉田エレクト、橋川君、南クラブの嶋幹事の

若手３名は他のお店に回ることになりました。その

方に会場に足をお運び頂きたいと思います。

結果、若い３名はちゃんと１時の開会に間に合い、
第１部のイスラム国についての公開講演を初めか

４／１９（火）に予定しております観桜会は、年当

ら聴くことが出来ましたが、私たち３人は美味しい

初より浅沼幸二さんより頂戴した意見に賛同し実際

そばに、天ぷら、だし巻き卵、漬け物、ビール、さら

の花見をやろうと計画しておりましたが、天候の不

には焼酎のそば湯割りまで頂いてしまい、１時間以

安もありどうしようかと思っていたところ、ちょうどある

上遅刻することとなりました。しかしそのようなことが

会合で浅沼さんにご相談する機会を得て、鳥谷ヶ

起きるのもロータリー！ということで、普段あまりお

崎神社さんがいんじゃないか！と目から鱗のご意

話し出来ない方からさまざまなお話しを聴くことが

見を賜り、稲田さんに相談したところご快諾いただ

出来、有意義な時間となりました。第２部は第２分

き、本日の理事会協議も経て、その方向で進めた

区の３名パストガバナーから上田穣ガバナー補佐

いと思います。ちょうど桜も良い加減ですし、天気

のコーディネートでお話しをきくパネルディスカッシ

が良ければ境内にも出られ、年祝いも神社内で出

ョンでしたが、特に橋川さんが感動していたのが興

来ますので、良いことずくめではないでしょうか。稲

味深かったです。今年のＩＭ担当ホストクラブは水

田さんと奥様には大変お手数をおかけしますが、

沢東ＲＣさんでしたが、感心したのはコ・ホストクラ

準備も片付けもしっかりやりますので、宜しくお願

ブの水沢ＲＣさん、岩谷堂ＲＣさん、前沢ＲＣの協

い申し上げます。

力体制をしっかりとって運営されていたということで
した。おそらく事前に共同打合せを数回もたれしっ

６／７（火）の３０００回例会ですが、平塚ＲＣさん

かり準備されてきたのではないかと思いますが、来

から１０名ほどの方にお越し頂けそうですが佳松園

年は花巻エリアが担当で、当花巻ＲＣがホスト、花

にお泊まりになるということで、ホテル花城の夜例

巻南さんと北さんがコ・ホストクラブとして開催され

会にお越し頂くのは何とも申し訳なく、平塚常磐会

ますので、みなさんそのつもりでご協力方宜しくお

長と調整を図り、会場を佳松園へ移した移動例会

願い申し上げます。

とすることで理事会協議したいと考えています。米
国からの青少年交換短期留学生が来れば佳松園

来週３／８（火）の例会は、花巻バレー-ボール

会場では予算的につらいと思っておりましたが、１

協会理事長の川村篤さんにゲストとしてお越し頂き、 週間後ろにスライドしそうだということで、菊の会の
花巻ロータリーカップバレーボール大会について

みなさんも歓迎してくれそうですので、その方向で

ご講話を頂き、その週末１２、１３の土・日曜日はい

詳細を詰めて参りたいと思います。

よいよ本番となります。正式名称は「花巻ロータリー
カップ第３１回花巻地区小学生親善バレーボール
大会」といい、花巻ロータリークラブと花巻市小学
生バレーボール連名の共同主催で、岩手県内外
から４００名を超える女子小学生が参加する大変大
きな大会です。土曜日９時からの開会式において
は私が主催者あいさつ、笹木賢治社会奉仕大委

少々長くなりました本日のプログラム、パク・ウン

員長が激励の言葉を行い、日曜日は昼頃から準

ジョンさんによる韓国スピーチを拝聴したいと思い

決勝、決勝が行われ、試合が終わる毎に花巻ＲＣ

ます。パクさんは、富士大学、花巻市役所通算７年

から賞状授与が行われ、私は２日間現地におりま

間花巻に住み、３月末でソウルへ帰られますが,５

すが、わずかな時間で結構ですので、ぜひ多くの

月末のＲＩソウル大会においては現地におられると

いうことで、現地案内をお願いしているところです。
今日の講話をお聴きしてパクさんのパーソナリティ
をご理解頂き、ソウルで日韓交流ができれば大変
楽しいと思います。それでは宜しくお願い致しま
す。
◆朴銀貞(ﾊﾟｸ･ｳﾝｼﾞｮﾝ)さん
／花巻市国際都市推進員
｢花巻に 7 年住んだ韓国人女性の独り言」
これは宇宙からの
写真です。
韓国は北朝鮮と戦
争中でもないし、
戦争が終わったわ
けでもありません。
でも本当はもともと
同じ国だったので
す。

新札が発行された時期（2007～2009）には韓国で
も混乱もありました。ですから人物で判断してくださ
い。日常使うのは 1000、5000、10000、50000 ウォ
ンですけど、カラフルな色使いで発行当時は国民
からオモチャみたいという評価をされました。一番多く
使うのは緑色の 10000 ウォン札（日本円 1000 円）
です。お札の人物は現在の韓国語（ハングル）を制
定した英雄・世宗（セジョン）大王様です。皆さんもド
ラマとか韓国の歴史に興味のある方はご存知かもし
れませんね。 【以下 省略】

●３月度 慶祝

夜に消える専制国家

誕生祝：阿部一郎君（56） /

澤田常夫君（63）

⇔
微妙（絶妙）な距離感（笑

誕生祝：結婚記念
伊藤隆規君（65）

日韓の国交正常化 50 周年記念で昨年 7 月頃に発売
された切手です。着物を着た女性と韓国の伝統服で
ある韓服（かんふく）を着ているデザインです。皆さんが
良くご存じのチマチョゴリは女性用の伝統服の名前
で、一般的に韓国の民族衣装は韓服（かんふく・ハン
ボッ）と言います。昨年は岩手県でもいろいろな交流事
業 を行いま した 。現 在 、韓国 で一 番大 きな紙 幣は
50000 ウォンで日本では 5000 円です。0 を取ったり、
0 を付けたりすれば計算しやすいと思います。つまり日
本の 100 円玉が韓国では 1000 ウォンです。私が心配
していることが一つあります。韓国人も勘違いすること
があるのですが 5000 ウォン札と 50000 ウォン札、つま
り日本のお金では 500 円と 5000 円がちょっと色的にも
似ているしサイズもあまり違いがないのです。

誕生祝：結婚記念
鹿討康弘君（57）

「該当者スピーチ」
は時間の都合上、
4 月度に行うことに
なりました。
夫人誕生祝：浅沼幸二君

◆出席報告
３３人中１7 人の出席
出席率 63.0％
前回修正 63.0％
メイクアップ
2/28（日）インターシティミーティング
佐々木史昭君、吉田和洋君、上田 穣君

三田 望君、橋川秀治
◆ニコニコボックス

◆第 2987 回

例会のメニュー

◆佐々木 史明君
本日 花巻北高の卒業式に、学校評議員の立場で
参加して参りました。大いなる前途を期待したいと思
います。
◆佐藤 良介君
本日 10 時から花巻北高校の卒業式が執り行われま 白身魚のパン粉焼 タルタルソース
した。短期留学生の青砥凌太君、RC 奨学生の赤沼
玲奈さんをはじめ、237 名の卒業生が希望に燃えて、 ◆次回のプログラム
それぞれの目標に向かって旅立って行きました。
３月１５日（火）
卒業生のこれからの活躍を大いに期待したいと思い
※花巻ＲＣ奨学生卒業報告
ます。
／担当 橋川秀治 花巻ＲＣ奨学生委員長
ｹﾞｽﾄ 花巻北高校長 在原眞様、
◆笹木 賢治君
3 年 赤沼玲奈さん
2 月 16 日、花果創業 40 周年の記念式典、並びに ※ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度各委員会選出」
祝賀会を花巻温泉にて開催いたしました。上田市長、
／担当 会長エレクト 吉田和洋君
小原議長、宮澤会頭、高橋副会頭はじめ 100 名以
上の方々に御参加をいただきました。今後は 50 周
◆今後のプログラム案内
年に向けて頑張っていきます。
結婚記念ありがとうございました。
３月２２日(火） 会員卓話／担当 飯塚 正晴君
◆澤田 常夫君
誕生祝いありがとうございます。3 月 7 日で 63 歳と
なります。今年も心地よい汗と頂上での爽快感をあ
じわえる山登りをいくつか計画したいと思っておりま
す。
◆浅沼 幸二君
妻の誕生祝いありがとうございます。
◆吉田 和洋君
朴（パク）さん、ありがとうございました。ソウル大会で
は家族もお世話になります。よろしくお願いします。
◆阿部 一郎君
誕生祝ありがとうございます。3 月 5 日で満 56 歳に
なります。生まれた 1960 年はうるう歳でしたので、
2/29 生れの同級生は今年で 14 歳となります。今後
も薬を飲みながら元気に酒を飲みたいと思っておりま
す。
◆伊藤 隆規君
3 月は誕生日、結婚記念日と重なります。記念品あ
りがとうございます。65 歳は緑寿（ロクジュ）というそう
ですが、4 月中旬に南城中同期会が開催されます。
◆鹿討 康弘君
誕生祝、結婚記念日のお祝いケーキありがとうござ
います。早いもので結婚 30 年となります。秋には奥さ
んの慰労も兼ねて、家族 7 名で旅行に行こうかと計
画しております。

３月２９日（火） 年間プログラムにより 休会
４月５日（火） 慶祝該当者スピーチ
３月度及び４月度
４月１２日（火） 雑誌委員会担当ゲストスピーチ
/下坂委員長、浅沼副委員長
４月１９日（火） 観桜会（菊の会合同）
＠鳥谷ヶ崎神社社務所内にて
/担当 阿部一郎親睦委員長
☆年祝い対象者：
米寿/高橋 健君
古希/堀合康亮君、佐藤健一郎君、高橋 豊君
本厄（４２歳）/前田 毅君

還暦/該当者なし

～お知らせ～
３月１２日（土）～１３日（日）
第３０回花巻ロータリーカップバレーボール大会
＠花巻総合体育館
３月２６日（土） 地区大会会長幹事会、
地区特別セミナー
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
２７日（日） 第２５２０地区大会
＠仙台国際センター
／往復３ＲＣ合同バスで参ります
◆事務局 〒025-0075
花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内
花巻ロータリークラブ TEL /FAX : 0198-41-1133
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/橋川

