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9 月 RI 月間テーマ「基本的教育と識字率向上」
第 3060 回例会/No.10 2017 年 9 月 12 日
◆例会プログラム
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開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
慶祝
会員卓話 谷村 仁 君
ゲスト 音楽家 佐藤 司美子 さん
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

◆幹事報告
・バギオだより 9 月号
[(一財)比国育英会バギオ基金]
・九州北部豪雨災害義援金の送金につきまして［ガバナー事務所］
・2017-18 年度活動計画書
「北上和賀 RC」

◆第 3059（9/5）例会の概要
■四つのテスト 橋川 秀治

君

言行はこれに照らしてから
一．真実かどうか
一．みんなに公平化
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「8 回/48 回」

立花 徳久 君

こんにちは。カーラ・アン・リリー
さん、今日は花巻ＲＣへお越しいただ
きありがとうございます。日本語をま
だ十分に理解出来ていないと思います
が、楽しんで下さい。
昨日、私は花巻温泉佳松園で開催さ
れましたタイガーエア台湾チャーター
便関係者歓迎レセプションに出席してきました。9 月 3 日に
花巻/台北線「秋のチャーター便第 1 号」が到着し、今後 10
月 25 日まで週 2 便(水、日)の運航が予定されております。
更にタイガーエア台湾の張会長は、秋と同様に冬（11 月～3
月）のチャーター便を週 2 便運航する方針を示しました。花
巻市としても受入体制の整備が必要で、現在私どもタクシー
業界は 2 次交通手段として果たすべき役割を検討しておりま
す。台湾からの旅行客で東京、大阪、京都を訪問する方々は
日本を初めて訪れる方が多く、一方、岩手までいらっしゃる
旅行者は旅慣れている方が多いようです。特に 9 月 3 日の第
1 便で岩手を訪れた方々は旅慣れしている方が多く、自ら往
復切符を購入し片言の日本語ですが会話も支障ないレベル
にありました。私は自社の運転手に台湾の方々とスムーズに
会話が出来るよう指さし会話帳を配布していますが、必要最
低限の日本語での会話は十分可能なようです。昨日のパーテ
ィーでは県の関係者が世話役、通訳として待機しておりまし
たが、私と同テーブルのタイガーエア関係者の方々は私の会
話、ジョークを理解しているようでした。一方、タイガーエ
ア台湾の張会長さんは、達増知事と普通に会話をしているよ
うでした。台湾の方々は多少英語を話すことが出来き、更に
北京語、日本語を話せる方（特に中年以上）が多くいらっし
ゃいます。私が台湾を旅行した際には、親切に日本語で道案
内をしていただき随分助かりました。
皆さんへ既に FAX でご連絡しておりますが、橋川君の出生

2017-2018 年度 RI テーマ

地壱岐への移動例会は出席人数が予想を下回り、移動例会で
はなく壱岐ＲＣへの来訪に変更することで理事会の承認を
得ました。よって、当初休会にしておりました 10 月 31 日
の例会は開催いたします。皆さん、御周知のほど宜しくお願
いします。
もう一点は、リリーさんの花巻ＲＣでの 3 カ月間の受入先
を再度検討して頂きたいと思います。また、先週の例会で聞
いて頂いた『南部酒屋唄』を演奏されている佐藤司美子さん
が花巻ＲＣを訪問し、開催予定ライブのＰＲを行いたいとい
うことでした。日程を聞きながら善処したいと考えておりま
す。今日は慶祝者スピーチ、リリーさんからのご挨拶が予定
されておりますので、私からの挨拶はこれで終わらせて頂き
ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

◆青少年交換派遣生 カーラ・アン・リリーさん ご挨拶

■花巻南ＲＣ菊池忠彦カウンセラーからリリーさんのご紹介

みなさんこんにちは。花巻南ＲＣ
の菊池です。実は花巻南 RC に 8 年
間在籍しておりますが、花巻ＲＣさ
んにメーキャップするのは今回が初
めてです。先ず冒頭に花巻南ＲＣ主
催の「パシフィック・ショーケース
コンサート」に対し、花巻ＲＣ様に
は後援、会員の皆様からは協賛広告を頂きまして大変ありが
とうございました。また、チケットも是非お買い求め頂きま
すようお願い致します。青少年奉仕事業として開催しますの
で高校生以下は無料となります。是非、御協力をお願い致し
ます。
それでは、本日の本題でありますカーラ・アン・リリーさ
んをご紹介いたします。8 月 19 日に仙台で開催された長期
交換留学生の引渡し式へホストファミリーの伊藤智人さん、
最終ホストファミリーの照井敬孝さん 2 名が参加し、リリー
さんを花巻にお連れしてきました。そして、8 月 19 日の夜
から伊藤智仁さんのお宅でホームステイをスタートしてお
ります。千葉功さんがメインカウンセラー、私がサブカウン
セラーとして一年間対応させて頂きます。リリーさんは 8 月
31 日に花巻南ＲＣの例会に初参加し、ロータリー例会参加
は本日の花巻ＲＣさんが 2 回目となります。これから順次、
各クラブを回らせて頂く予定です。8 月 23 日から花巻東高
では新学期が始まりましたので、学校に登校し 2 週間が経過
しました。私がリリーさんとお会いしたのは今日で 3 回目と
なりますが、リリーさんの日本語の上達は眼を見張るものが
あります。私が片言の英語で言わんとする事は理解できてい
るようです。日本語を言葉として表現するには少々時間を要
しますが、聞き取る力の上達は早く、50 才の私はかないま
せん。今日は上手なスピーチを行いますので、よろしくお願
いいたします。
■「カーラ・アン・リリー」さんの御挨拶
みなさん、こんにちは。カーラ・ア
ン・リリーと申します。私は 16 歳で
テキサスのダラス出身です。私をホス
トしてくれてありがとうございます。
日本に来て 3 週間が過ぎ、花巻東高校
の 1 年 D 組に通っています。英語、数
学、体育、美術、IT に挑戦しています。
数学と IT が好きです。毎日、友達と
図書室に行き日本語を勉強しています。先生はとても優しい
です。茶道クラブと家庭クラブとテーブルテニスクラブに参
加しました。私は高校が好きです。私をホストしてくれてあ
りがとうございます。どうぞ、よろしくお願いします。

■第 2520 地区国際奉仕委員会青少年交換(短期)小委員会

副委員長「佐々木史昭君」から補足説明
若干、補足させて頂きます。8 月 18
日に 5 人(米国 4 名、仏蘭西 1 名)の交
換留学生が日本人に来て集合研修を受
けた後、各クラブに引渡しが行われまし
た。その際、各自が自己紹介を行ったわ
けですが、カーラより日本語を流暢に話
す学生がいる一方、全く日本語を話せな
い学生もおり、カーラは中間レベルに位
置しておりました。今日のカーラの挨拶は 8 月 18 日の自己
紹介に比べると、おちついて語彙も増え、内容も高度になっ
てきており、さすがに高校生の吸収度は早いなと感心してお
ります。伊藤智仁さんが社員旅行により 3 日間不在となるた
め、その間、カーラを我家でショートスティすることになり、
一昨日、その打ち合わせをしておりました。私が考えている
ことは、来年度派遣候補生として花巻北高校が決定した 2 名
の学生(当クラブ推薦予定)とカーラ・リリーさんが交流する
日を設け、派遣候補生 2 名の英語を勉強する機会にしたいと
思います。当地域で毎年 20 数名の中学生を海外に派遣して
おりますが、派遣活動の裾野は確実に広がっていると感じて
おります。～中略（派遣候補生の選抜方法）～
今朝方、テキサスに留学中の鈴木葵奈さんからレポートが
到着しました。事務局の髙橋さんから会員の皆様へ配布して
頂きますが、現地での葵奈さんの素晴らしい経験が伝わる内
容のレポートでした。このプログラムが実を結んでいく様子
を感じられ大変嬉しく思っております。今後、一年間、カー
ラ・リリーさんを盛り上げてまいりたいと思いますので、ど
うぞ宜しくお願い致します。ありがとうございました。

◆慶祝者スピーチ
☆会員誕生日
上田 穣 君(9/4)

上田 穣
立花

君
徳久君(9/5)

例会を楽しんで下さい。花巻南ＲＣ菊池忠彦さんもようこそ。
活動計画書作成時はご迷惑を大変かけました。ありがとうご
ざいました。
＜鹿討 康弘 君＞青少年交換派遣生カーラ・アン・リリー
さん、花巻南ＲＣ菊池カウンセラーようこそお越しいただき
ました。9/3、２人目の孫のお宮参りで鳥谷崎神社稲田宮司
に御祈祷頂きました。3 才のお兄ちゃんが、ずっとしゃべり
っぱなしで、うるさくてすみませんでした。来月の七五三も、
よろしくお願い致します。
＜佐々木 史昭 君＞本日はテキサスからの長期受入生カー
ラ・リリーさん、カウンセラーを 1 年間つとめられる菊池忠
彦さん、ようこそ、花巻ロータリークラブの例会においでい
ただきました。1 年間思う存分、日本文化、花巻らしさを味
わって下さい。
＜上田 穣 君＞9 月 4 日で 64 才になりました。来年は 65
才となります。ということは、現在の「大人の休日倶楽部ミ
ドル」から「大人の休日クラブジパング」となり、電車料金
が 30％割引となることになります。来年が楽しみです。
＜上田 穣 君＞先日、花巻ローターアクトクラブの会計に
就任しました。実は岩手銀行にローターアクトの通帳が残っ
ており、そこに 36,087 円というお金が残っていることが判
明し、銀行と協議して私が会計に就任してそのお金をおろす
ということにしました。ボックス金が増えてよかったね！
＜稲田 典之 君＞いよいよ、鳥谷崎神社例大祭花巻まつり
が始まります。ご奉賛下さいました皆様に感謝申し上げます。
＜吉田 和洋 君＞今週は花巻まつり、石鳥谷まつりです。
三日間天気が良ければと思います。今週、来週と所要により
欠席となります。
＜橋川 秀治 君＞カーラ・リリーさん、ウェルカムトゥ花
巻！日本を楽しんで下さい。先週末、きのこ狩りに行き、さ
くらしめじ、ウスムラサキホウキタケ、アカヤマドリなど、
たくさんとれましたが、バカマツタケは 2 本のみで今回は持
ってこられませんでした。たくさん採れるよう、稲田さん、
ご祈とうをお願い致します。
＜菊池 忠彦 君＞留学生カーラさんをよろしくお願い致し
ます。花巻南ＲＣ主催のパシフィックショーケースコンサー
トに後援、協賛を頂きありがとうございました。

◇第 3059 回例会のメニュー
こんにちは、上田穣と申します。9 月 4 日で 64 歳になり
『白身魚唐揚
ました。誕生の頃を思い出しながらお話をしてみたいと思い
オクラあんかけ』
ます。私の父親は大槌町の金澤という小さな村で育ち、母親
が北上出身で父親の母が花巻市出身ということで花巻に来
て就職したと聞いております。私は四日町で生まれ 2 歳で材
木町に移り住み、現在に至っております。当時の材木町は周
囲が田んぼで自宅から花巻中学校まで見渡すことが出来き
ました。その後、高校から大学卒業までの間に区画整理が進
み若葉町という町ができました。実は西公園保育園に入園し、
1 年後、名門花巻幼稚園に再入園し、花巻小学校、花巻中学
◆今後のプログラム
校へ進みました。～中略～（以下要約）小学校時代の通学の
苦労、鼓笛隊指揮者のお話し、ご自身、お子さん方のバレー 9 月 19 日 (火) 音楽夜例会(菊の会合同)
ボール部での活躍、思い出、中学校 2 年の時に生徒会長とし
(トランペット演奏 菊池 巌 様)
て卒業生へ向けた送辞等についてお話がありました。
9 ◆今後のプログラム案
月 26 日 (火) 会員卓話 担当:下町 壽男君
締めとして花巻北高校入学時に奥様と出会い、15 歳から 10 月 3 日 (火) 慶祝 米山奨学金贈呈
現在 64 歳まで共に歩んだ、素敵なお話がありました。
米山奨学生スピーチ(コウ・シヘイさん)

◆出席報告

■ニコニコ Box

33 人中 17 人出席
出席率 58.6％ 前回修正 65.5％
◇メーキャップ なし
＜立花 徳久 君＞カーラ・リリーさん、岩
手での生活にそろそろ慣れたかなという
所でしょうか？日本での学生生活をエン
ジョイして下さい。誕生日祝い、ありがと
うございます。
＜阿部 一郎 君＞今週は花巻祭りの週となりました。自分は
嫁の母が亡くなりましたので喪中となり、数十年ぶりで不参
加となりました。参加する皆様は十分体に気を付けて、無事
に 3 日間過ごして下さい。カーラ・リリーさん、ようこそ。

10 月 10 日(火) 米山奨学会セミナー
米山奨学会委員長 稲田 典之君

クラブ会報委員会
委員長：藤田 勝敏（今回担当）
AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘

副委員長：横田 裕之

