
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

5 月度 RI テーマ「青少年奉仕月間」 
第 3044 回例会/No.41 2017 年 5 月 16 日  
 
  
１． 開会点鐘 
２． ロータリーソング斉唱  
３． 四つのテスト  
４． 会長の時間 
５． ゲストスピーチ 

『岩手県空港ターミナルビル㈱中田社長様』 
６． 幹事および委員会報告 
７． 出席報告  
８． ニコニコボックス  
９． 閉会点鐘 

 
 
 
・花巻市勤青少年ホーム利用案内リーフレット及び 
講座案内の送付について 

［花巻市勤労青少年ホーム 館長 伊藤 一男］ 
 

・花泉ロータリークラブ創立 40 周年記念式典のご案内 
［花泉ＲＣ 会長 遠藤 哿子］ 

 
・2016-17 年度花巻・北上地区・湯本ＲＣ新旧会長・ 
幹事引継会開催のご案内 [ガバナー補佐 吉澤 珠美] 

 
・ハイライトよねやま 206 

[（公財）ロータリー米山記念奨学会] 
 

 
 
 
 

 
■会長の時間「39 回/46 回」 吉田 和洋 君 

 
皆様こんにちは。会員の皆様

におかれましては、5 月連休は
いかがお過ごしだったでしょ
うか？ 
吉田家は長女が2日夜から久

しぶりに帰省してきましたの
で、家族全員での連休でした。 

3 日は塩釜仲卸市場へ行って、
海の幸を食べ、海産物を買って
きました。珍しかったのが、金
華サバやカジキマグロの糠漬
けで、常温保存ができるとかで、

試食してとてもおいしかったので買ってきました。 
そのあと、修学旅行ぶりに仙台博物館を見学し説明

を聞いた後、青葉城址を散策して参りました。で、コ
ストコよって渋滞もなく帰りました。 
 
さて、前回例会は観桜会でした。会員・菊の会様合

せ 28 名のご参加をいただきありがとうございました。
おしゃれに楽しく、おいしい料理を食べながら楽しい
時間を過ごすことができました。ジョーズラウンジの
高橋オーナー、休店日にもかかわらず対応していただ
いたスタッフの皆様にも感謝いたします。 
また、4 月入会の横田君、オブザーバーの谷村くん

にもご参加いただきました。実は場所選びでかなり悩
みましたが、リノベーションでも話題になっているお
店でありましたので、行ってみたいと思い選定させて
いただきました。 参加した皆様に喜んでいただけて
ホッとしています。 
 
さて、本日は 当クラブが受入クラブとなり、阿部

一郎君にカウンセラーを引き受けていただきました、
第 2520 地区の米山奨学生 岩手大学で勉学中の 黄
（ｺｳ）思萍（ｼﾍｲ）さんの紹介と米山奨学金の贈呈式
です。 
コウ・シヘイさん、ようこそ花巻ロータリークラブ

例会へおいで下さいました。後ほど、阿部カウンセラ
ーより今一度、米山奨学生制度の説明とコウ・シヘイ
さんのご紹介、スピーチをいただき、地区より届いて
おります奨学金の贈呈式を行いたいと思います。よろ
しくお願いいたします。 
 

28 日(日)は第 2520 地区協議会仙台です。現在 8 名
の参加となっております。 
花巻 RC 奨学生選考につきましては、花巻北高校千

葉副校長先生へお願いしております。 
 
また、地区から各賞への申請依頼が先月初めに来ま

して、3 件の事業についてパワーポイント資料を作成
し提出しておりましたが、連休前に結果報告を地区よ
りいただきました。 
おかげさまで申請しました『花巻ロータリーカップ

バレーボール大会』『空港への感謝と歓迎のスタンド
サイン設置』『共生社会の実現へ 包括的子ども食堂
運営団体を支援』の 3 事業が、ガバナー特別賞に選考
され、地区協議会において表彰されることが決まりま
した。嬉しい限りです。 
会員の皆様のバックアップのおかげです。皆様の長

年にわたるご尽力とご協力に改めて感謝いたします。 
 
今月も何かとロータリー行事が続きますが、皆

様のご協力をお願いし会長の時間を終わります。 
 

■慶祝 
◇会員誕生祝         ◇夫人誕生祝 
佐々木 史昭 君（5/19） 三田 香子さん（5/14） 
吉田 和洋 君（5/21） 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

◆第 3043 回例会のメニュー 

■米山留学生紹介・奨学金交付 
岩手大（工）黄 思萍（コウ・シヘイ）さん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■慶祝スピーチ  
◇佐々木 史昭 君       ◇三田 望 君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ガバナー月信 No.10 から短期 

交換留学の報告記事が連載開始に! 

 
 
 
32 人中 13 人出席 
出席率   48.1％    前回修正  62.9％ 
 
メーキャップ   
4/24（月） 花巻市友好都市交流委員会・幹事会 
       吉田 和洋君 
 
4/27（木） 花巻市市民憲章推進協議会総会 
       吉田 和洋君 
 

  

   
◇吉田 和洋 君『誕生日お祝いありがとうございます。

1964 年 5 月 21 日生まれ、53 歳になります。子供は娘 2
人、24 歳と 16 歳です。黄（コウ/Huang）思萍（シヘイ
/Sih-Ping）さん、ようこそ花巻ロータリーへ、阿部カウ
ンセラーを筆頭に会員皆でサポートして行きますので
頑張って下さいね！』  

◇鹿討 康弘 君『米山奨学生、黄 思萍さん、阿部カウン
セラー、1 年間よろしくお願い致します。 
日曜日、奥さんと山下達郎のコンサートに行って来ま

した。64 歳とは思えない若さあふれる 3 時間のステー
ジ！！素晴らしい時間を共有出来たこと、感謝です。エ
ネルギーをたくさん吸収できました。』 

 
◇阿部 一郎 君『黄 思萍さん、ようこそ花巻ロータリー
クラブへ。これからよろしくお願いします。  
結婚記念ありがとうございます。満 30 年となります。
よくもったなと思います。』 

 
◇佐々木 史昭 君『米山奨学生、黄 思萍さんの来訪を心
から歓迎致します。岩手大学理工学部大学院生活を存分
に満喫してください。 
誕生プレゼントありがとうございました。』 

 
◇滝田 吉郎 君『ケーキ美味しく頂きました。妻のガマン
で 36 年になりました。感謝！』  

◇稲田 典之 君『お蔭様で結婚 32 周年を迎えます。健康
に留意しながら、幸せに暮らしていきたいと思います。
お祝いありがとうございました。』 

 
◇谷村 繁 君『結婚記念日祝い、ありがとうございます。』 
 
◇三田 望 君『1．妻の誕生祝（5 月 14 日）ありがとう
ございます。これから半年間はアネサン女房になります。
2．結婚祝（5 月 3 日）ありがとうございます。46年前、
桜満開の花巻温泉で盛大な二次会を開催。その日はグッ
スリ眠れました。』  

◇三田 望 君『4 月 29 日の母の葬儀の際には花巻ロータ
リークラブ並びに会員の皆様には心のこもった弔電や
ら御芳志を賜りました。この場をお借りして御礼申し上
げます。』 

 
◇立花 徳久 君『結婚記念のお祝いありがとうございます。
増々仲睦まじく行きたいと思います（汗） 

  先日カルロスサンタナ、日野皓正、佐渡裕のコンサー
トを観て来ました。幸せでした。』   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/23(火) 花巻 RC 奨学生奨学金交付式 奨学生委員会 

5/24(水) 3RC 親善コンペ(北 RC 幹事) エントリーを～♪ 

5/28(日) 2016-17 年度 第 2520 地区協議会（仙台）   

クラブ会報委員会    

委員長：橋川秀治（今回担当） 副委員長：佐藤誠吾 

 委員：多田浩二、前田 毅   AD：鹿討康弘（取材） 
◆ニコニコボックス 

◆出席報告 ///// 

★「ひろくんに心臓移植を！」土浦南 RC 稲本君のお
孫さんの心臓移植募金にご協力を～！ 

前沢牛入りハンバーグ 

黄さんには地区から奨学金
と渡航費が寄贈されました。 
留学を楽しんで、頑張って

下さい！ 

皆さん、こんにちは。台湾から参り
ましたコウ・シヘイと申します。 

今日は風邪をひいて声が少し変です。 

昨年、交換留学生として 1 年間、岩
手大学で学び、日本語も勉強しまし
た。一年が経って台湾に戻ったのです
が、3 月にまた戻ってこれて嬉しかっ
たです。 

専攻はデザイン・メディアで、以前
の専攻は製品デザインでした。 

 私の趣味は散歩しながら景色を見
ることで、日本の庭の花や木のデザイ
ンがとても好きです。どうぞよろしく
お願い致します。 

カウンセラーの阿部一郎です。岩手大
学工学研究科 博士前期課程 デザイン 
メディア工学専攻の黄さんには日本と
台湾の架け橋になって欲しいです。 
これから月 1 回例会に参加して頂いて
奨学金を渡すことになります。クラブ全
体がカウンセラーですので、毎回卓を変
えますのでどんどん話しかけて下さい。 
 

 

オクラホマの短期交
換留学が一段落したと
思ったら、長期交換留
学の準備や受入れ体制
が忙しく、途中経過を
ご報告します。 
留学生のホストファ

ミリーも募集していま
すのでご協力をお願い
します。 

母の葬儀では皆様と
の絆を感じました。突然
亡くなって、新婚時代ぶ
りに妻と 2 人だけの生
活となりました。 
 あまり年を考えたこ
とはなかったですが、傍
から見れば自分そうい
う年齢です。妻は残され
た私が恥ずかしくない
ように既に終活を始め
ていました。自分も良い
歳をとるように考えて
いきたいと思います。 


