
 
◆花巻 RC 奨学金交付式（青少年奉仕委員会） 
 花巻北高等学校副校長 千葉 雅彦 様 
  奨学生の皆様 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

5 月度 RI テーマ「青少年奉仕月間」 
第 3046 回例会/No.43 2017 年 5 月 30 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． 会員卓話 前田毅君 
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 

 
 
 
・クラブ 50 周年記念誌の謹呈について 

[花巻南 RC 会長 清水 善一] 
・6 月のロータリーレート  1 ドル＝110 円 

[ガバナー事務所] 
・ご支援のお願い                 [ガバナー事務所] 
・会員数に関する重要なお知らせ    [ガバナー事務所] 
・ロータリークラブ・セントラルのリニューアルに 
ついて                          [ガバナー事務所]  

 
 

 
 
 

 
■四つのテスト 浅沼 幸二 君  
言行はこれに照らしてから 
 
一．真実かどうか 

一．みんなに公平か 

一．好意と友情を深めるか 

一．みんなのためになるかどうか 
 
■会長の時間「41 回/46 回」 吉田 和洋 君 

 
皆様こんにちは！！ 
皆様へ既にご連絡をさせていた

だきましたが、当クラブ元会員 花
巻ガス(株)顧問 向谷地昇さんが、
昨日ご逝去されました。平成 13 年 1
月にご入会され平成 23 年 3 月に退
会されるまで、在籍中のロータリー
奉仕活動へのご尽力に感謝し、ご冥
福をお祈り申し上げます。 

 
さて本日は、当クラブの特筆すべき奉仕活動でありま

す、花巻ロータリークラブ奨学生制度の奨学金授与式で
す。岩手県立花巻北高等学校の千葉雅彦(まさひこ)副校
長先生と 2 名の奨学生の方においで頂いております。高
総体総等でご多用のところ、ご出席いただきありがとう
ございます。 

 
千葉副校長先生におかれましては、今年度より赴任と

いうことで、今後ともよろしくお願いいたします。また、
花巻北高等学校様におかれましては、制度をご理解いた
だき、ご推薦いただきまして、ありがとうございます。 
歴史を見ますと『1970 年（S45）に奨学生委員会を発

足させ、当時第 352 地区大会花巻大会を記念し、1 名 12

万円を 3 名に無償支給を開始』とあります。 
その時々の世情はあっても今日まで継承し、将来花巻

はもとより花巻以外への進学・就職等であっても、何ら
かのかたちで故郷に、寄与していただければ、という思
いも込めて、卒業後も返還を求めない支給型の奨学生制
度を独自に構築し、現在まで続いております。 

 
この奨学金は、会員の寄付によって賄われております。 

毎週の例会での、ニコニコボックスという会員からの
種々報告をいただく際に、ボックスという形で任意の寄
付を添えていただき、その積み重ねが年度の奨学金とな
って、奨学生のお三名へ、おひとり年額 12 万円を贈呈
させていただいております。当クラブ会員の善意のこも
った奨学金ですので、大切に、有効に使っていただき、
皆様の勉学・目標成就への一助となれば、非常に喜ばし
いことです。 
 
奨学生のご紹介等につきましては、当クラブ青少年奉

仕委員会・花巻ロータリークラブ奨学生委員会委員長 
小山田泰彦くんよりさせていただき、その後贈呈式、千
葉副校長先生、2 名の奨学生の皆様より、近況報告も交
えお話をいただきたいと思います。皆様が、頑張ってい
る姿を見られるのが、我々の喜びではありますが、気負
いせずに自己研鑽に努めて頂ければ幸いです。 

 
1 年生の新規奨学生につきましては、本日の高総体総

合開会式（家の次女も行きましたが）とぶつかってしま
い、下町校長先生より、厳しい応援歌練習を乗り越えて
きたので、何とか参加をさせたいというお話がありまし
た。先日、高校へお伺いし、1 年生の奨学生とお話しし
てきました。将来の夢は、建築士という事でしたので、
是非目標を成就できるよう頑張ってほしいものです。 

 
ここ数日暑い日が続いております。昨日は岩手が一

番？沖縄・九州より暑い？まだ湿度がないので幸いです
が、こう暑くなると、先日の釜石山林火災もありますが、
まだまだ山火事も心配です。また、先週熊野付近で目撃
と学校メールがきましたが、クマ出没も心配です。 
不審者情報とか種々心配事も多いこの時期です。子供

たちが安心して、生活できますよう皆様の見守りもお願
いいたしまして、会長の時間を終わります。 
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』 

■花巻 RC 奨学生委員会委員長 

小山田 泰彦 君 

段取り頂いた会長に感謝申し上げます。 

奨学金の多くは返済しなくてはならず、

大学を出ても不安定な世の中で奨学金返

済不能となる方が増え、親御さんに返済義

務が生じるなど根深い問題となっていま

すが、発足当時から返還不要としたこの奨

学金制度は大英断だったと思います。 

 今日、いらして頂いた奨学生の皆さんは花巻、日本、若しく

は世界のどこかで皆さんの周りの方に還元して頂くというの

がこの奨学金の趣旨だと思います。ご自身の周りの人をご自身

も含めて HAPPY に出来ることを願っています。 

 Web 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

◆第 3045 回例会のメニュー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
■奨学生 花巻北高校 3 年生 O さん 
 私は英語部に所属していて、4 月まではネイティブの
先生と交流したりしていました。部活が終わって、その
時間に授業以外の授業が始まって、益々、受験生だなぁ
と感じています。私は社会学や文学に興味があるので、
将来はそのような仕事に就けたらいいなと思っていま
す。頂いた奨学金はその進路に活かせるように使ってい
きたいと思っています。 
 
■奨学生 花巻北高校２年生 I さん 
私は英語部に所属していて、先生やみんなとのコミュ

ニケーションを通して楽しく英語を学んでいます。大学
は決めていませんが、工学部の材料工学の分野に興味が
あって、その分野に進んで行きたいと思っています。私
の家は農家なので、将来は材料の方面から農業を活発化
するような研究をしたいと思っています。頂いた奨学金
は大学での学費や進路実現のために大切に使って行き
たいと思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北高同窓会長として 

一言【佐藤 良介君】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三田望君から、進路について質問とエール！和やかな時♪ 

 
   
32 人中 13 人出席 
出席率   46.4％    前回修正  60.7％ 
 
メーキャップ   

5/21（日）花巻青年会議所 創立 60 周年記念式典 
吉田和洋君   
 
 

◇吉田 和洋 君『3 名の奨学生の皆さん、気負いせず、自
分の目標に向かって取り組んで下さい。高校生活も楽し
みましょう！』  
◇鹿討 康弘 君『本日は花巻北高等学校・千葉副校長様、
奨学生の I さん、O さん、ようこそ我がロータリークラ
ブへおいで下さいました。英語クラブとお聞きしました
が、是非世界へ飛び出して活躍して下さい。』 

 
◇阿部 一郎 君『北高奨学生の皆さん、本日は花巻ロータ
リーにようこそ！今後、勉学に励んで良い結果が導かれ
ることをお祈り致します。』 

 
◇三田 望 君『花巻北高校の奨学生のお二人 I さん、O さ
ん、ロータリーの善意の心を受け止めて戴き、ご活用下
さい。千葉副校長、お忙しい中、ご出席ありがとうござ
いました。』 

 
◇佐々木 史昭 君『花巻ロータリー奨学生の O さん、I さ
ん、花巻北高の千葉副校長先生、本日は花巻 RC 例会へ
ようこそいらっしゃいました。若者の無限の可能性を信
じて大きく羽ばたいて下さい。（所用のため、早退させ
て頂きます）』 

 
◇立花 徳久 君『県のタクシー総会のため、欠席になりま
す。申し訳ございません』 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/6  (火) 理事会・クラブ協議会『年間事業報告』 
     友好クラブ平塚 RC 例会 
6/13(火) クラブ協議会『年間事業計画』発表 
6/20(火)  地区青少年短期オクラホマチーム『ウェルカム 

例会&パーティー』ホテルグランシェール                              
6/27(火) 最終例会『菊の会合同夜例会・引継親睦会』 
  
■Topic 
    

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 

◆ニコニコボックス 

◆出席報告 ///// 

『ビーフカレー』 

 

ています。先週末県の選抜剣道大会におきまして男子は
準優勝、女子は 8年ぶり 3回目の優勝を成し遂げました。
高総体でも他のクラブも含め高い目標を目指していま
す。また、今週末 27 日には吹奏楽の発表会がございま
すので、足を運んで頂ければ幸いです。 

そして今年から ASMSA との交流を始めますが、この
点でも花巻 RC の皆様のご支援を賜る場面があろうかと
思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

■花巻北高等学校 

  千葉 雅彦 副校長先生 

4 月からお世話になっております。花巻
RC におかれましては本校の教育活動
推進にご理解とご協力を賜り、感謝申
し上げます。本日は高校総体の総合開
会式という事で校長、教師陣、選手団、
応援団、1 年生など約 300 名が参加し 

1年生のKさんに贈呈する印
鑑等を千葉副校長先生に授与 

花巻北高校吹奏楽部より、5/27 定期演奏
会の招待券を戴きました。 

（※吉田・橋川両夫妻で拝聴して参りま
した。寸劇やコーラス、演奏すべて素晴
らしく、努力の成果を堪能しました！） 

 

 


