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第 3012 回例会/No.9

2016 年 9 月 6 日

◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
慶祝
地区 RLI / 地区青少年出向報告
（上田穣君、佐々木史昭君）
8. 幹事および委員会報告
9. 出席報告
10. ニコニコボックス
11. 閉会点鐘

◆幹事報告
・9/24 （土）秋季例祭
（公財）米山梅吉記念館
・賛助会ご入会のお願い
（公財）米山梅吉記念館
・11/26（土）花巻南ＲＣ創立 50 周年
記念式典のご案内 花巻南 RC
・広告入り花の種子のご提案
東京優芳園株式会社
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 6 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

・29 年 5 月 24 日（水）3 ロータリーゴルフコンペの
ご案内（予定）
花巻北ＲＣ

◆第 3011（8/30）例会の概要
）例会の概要
■四つのテスト
☆浅沼

■本日のプログラム

幸二 君

◇佐藤 誠吾君

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

実施された、メキシコ GSE（Group Study Exchange-研究グル
ープ交換）の団長でしたマサトラン RC の吉井努さんがいらっし
ゃる予定でしたが、交通機関の運休により帰国できなくなること
を考慮し、残念ながら訪問を見合わせられました。
先週お話ししましたように、佐々木直前会長時代よりサポート
しておりました県立花巻北高等学校とＡＳＭＳＡ（アーカンソー
文理数高校）との姉妹校提携が、来月 9 日に花巻北高等学校
において調印されることをお聞きし、是非ご講話をとお願いさせ
て頂きました。
一足先にレイクサイド高校と姉妹校提携をしている花巻東高校
に続き、花巻で 2 校目のホット市の高校との姉妹校となります。
6 日、7 日には花巻市訪問団の歓迎レセプションも市等で予
定されておりますので、ご都合の良い方はご参加いただければ
と思います。
こういった国際交流の推進が地域の活性化につながる活動
を通して、異文化経験を基に国際感覚を持った優秀な人材を
育むことで将来的には地域へ貢献し、花巻市や岩手県、日本
が飛躍できるのではないかなと思います。今後の交流事業に期
待をしたいと思いますし、当クラブとしても青少年奉仕の観点か
らも協力して参りたいと思います。両校の交流事業がスタートさ
れるにあたり、会長の時間は短めで終わらせ、下町校長先生の
ご講和をお聞きし、その取り組みを勉強させていただきたいと思
います。宜しくお願いいたします。
本日はオブザーバーとして、株式会社ミッシェルの高橋社長
様にもおいでいただいております。ぜひ、花巻ロータリークラブ
の活動を感じていただければと思います。
最後に吉井さんのメッセージを添えます
「今回の訪問の目的は、皆様にご挨拶をしたい事とメキシコ
で再出版されたコミック 『さむらいたちのメキシコ』を改めてご紹
介させていただきたいと思いましてご連絡いたしました。今後こ
の本の学校図書館への寄贈などのプロジェクトができるようでし
たらご連絡をお願いいたします。明後日帰国予定です。」

■会員誕生日

■オブザーバー

笹木 賢治君

■会長の時間「8 回/46 回」

吉田

（株）ミッシェル 高橋 宏彰様

和洋 君

みなさまこんにちは
朝から観測史上初コース
を進む超大型台風の話
題で持ちきりです。
本日は、ゲストスピーチ今
年度第一回目、青少年奉
仕委員会担当です。花巻
北高等学校下町校長先
生においで頂いております。ご多用の中、お時間を割いていた
だきありがとうございます。
また、台風の接近で笹木賢治くんが会長の時に 2520 地区で

◆ゲストスピーチ
校長

下町

花巻北高等学校
壽男様

「花巻北高校のグローバルリテラシー
◆ゲス
トスピーチ◆出席報告
～アクティブ・ラーニングの視点から～」

◆出席報告/////////

グローバル人材
の 3 要素には、 32 人中 14 人の出席
花巻市ゆかりの 出席率 51.8％
前回修正 62.9％
宮澤賢治、新渡 メーキャップなし
戸稲造スピリッツ
◆ニコニコボックス
が潜んでいるの
ではな いか とい
◇吉田和洋君『本日は下町校長先生ありがとうございまし
う問いから出発
た。姉妹校交流が活発になされることを御祈念申し上げ
し、本校で取り
ます。吉井さん、台風のためいらっしゃることができず
組んでいる様々
残念です。台風の影響が少ない事をお祈りいたします。』
な活動がつなが
り合い、重なり合ってグローバルリテラシーになっているというこ ◇佐々木 史昭君『台風 10 号が迫りくる中、下町校長先
生におかれましては、花巻北高の様々な意欲的な取り組
とを結論としてまとめました。～《以下省略》
みについて説明いただき大変勉強になりました。これか
さて、9 月 9 日に、本校は、ホットスプリング市にある ASMSA
らも地域貢献団体として可能なお手伝いをさせて頂き
という高校と姉妹校提携を結びます。
たいものだと思いました。ミッシェル、高橋社長、本日
ASMSA は、サイエンス＆アートの視点から世界をリードする人
はオブザーブありがとうございました。
』
材育成を目指している高校です。近い将来、環境問題など、地
球規模の問題や人類共通の課題について両校が議論し合い、 ◇阿部 一郎君『8/25 二戸で 1997 年度 JC 岩手ブロ
ック理事会に出席してきました。各自それなりに頑張っ
共同で研究するチャンスが生まれることを私は夢見ています。
ている姿を見て自分ももっと頑張らなければと思いま
それは、両校の提携の一つのゴールであり、未来型の高校の
した。花北下町校長先生には、参考になる講話を頂きあ
一つのモデルとして世界に示すことができるのではないかと考
りがとうございました。
』
えています。

◇笹木 賢治君『本日は誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。８月 22 日で 61 才になりました。残された
人生は、あと何年か判りませんが、薬を飲みながら健康
管理をして毎日楽しく生活をして参ります。
』
◇飯塚 正晴君『一か月ぶりの出席となりました。ニコ
ニコ Box 担当ですが皆様にご迷惑をお掛けして申し訳
けございません。また本日は下町校長先生ありがとうご
ざいました。
』
◇谷村 繁君《Web 非公開》

◆第 3011 例会メニュー

『ビーフカレーライス』
◆次回のプログラム
9/13(火)

吉澤Ｇ補佐公式訪問理事会（17：00）
菊の会合同夜例会（18：00～）
・懇親会

◆次回のプログラム◆今後の
◆次回のプログラム◆今後の
◆講話の内容につきましては、下町校長先生の Blog
『あなたと夜と数学と』 に詳しく載っております。
ぜひ閲覧ください。
http://simomath.blog.fc2.com/blog-entry-1276.html

9/20(火) ゲストスピーチ
9/27(火) 濱守ガバナー公式訪問
◆今後のプログラム案内
※その他
9/9 県立花巻北高等学校・ASMSA 姉妹校提携式

クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治、 副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅 AD：鹿討康弘 (今回担当)

