
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

10 月 RI 月間テーマ「経済と地域社会の発展」 
第 3064 回例会/No.13 2017 年 10 月 10 日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. 慶祝 
5. 米山奨学生会セミナー  

担当 米山奨学会委員長 稲田 典之 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   
  
・経済と地域社会発展月間リソースの御案内 

・2017-18 年度国際ロータリー出版物日本語注文用紙 

(以上、ロータリー日本事務局) 

・九州北部豪雨災害義損金につきましての御礼ご報告 
・国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内  

・次年度クラブについてのお願い 
・10/22(日)米山記念奨学会研修旅行の開催について 

(以上、ガバナー事務所) 
・盛岡いのちの電話広報 113 号の送付について 

[社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金澤 弘幸] 
  

  
■会長の時間「11 回/48 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。今日は盛りだくさんの
プログラムが予定されております。コ
ウ・シヘイさん、カーラ・アン・リリー
さん、ようこそ花巻ＲＣ例会へお越し頂
きました。花巻、盛岡そして岩手での生
活を十分に楽しんでいますか。 
衆院選に向けて世の中が急に忙しく

回りはじめましたが、私の業界でも選挙
の応援が大好きな方がおります。その方
が言うには「自民・公明」「希望・維新」

「民進リベラル系新党・共産・社民」の 3 極が争う非常にわ
かりやすい構図となり、我々有権者が選択するうえで良かっ
たのではないかと話しております。私は選挙についてはあま
り詳しくないので、自分の考えで投票し国政がうまくいけば
よいと思っております。 
最近、私は自分の殻に入りこみ、中学生時代から買い集め

たＬＰレコード数百枚の音質劣化防止のため、LP レコードの
洗浄を始めました。レコードを洗浄することによって雑音が
解消され、音もクリアーになり感激しております。基本的に
新品のレコードの表面には被膜があり、その被膜が音質を劣
化させている原因ではないかと説明する方がおり、試しに洗
剤でレコードの被膜を洗い流してみたら、より一層クリアー
な音が出て感心しております。もし、レコードに興味のある
方がおりましたら、是非試してみて下さい。但し、レコード
1 枚を洗浄するのに 10 分程度の時間を要するので、非常に
手間がかかります。そこで、洗ったレコードの水分を吸収す

るためにバキュームを購入してみたら作業が劇的に改善さ
れました。洗浄後、レコードを乾かす手間がなくなり、すぐ
にレコードを聴くことが出来るようになりました。昨日はク
ラッシク系のレコードの洗浄作業を行っておりましたが、弱
音部の音が違う音となり、夜中にニコニコしながらレコード
を聴いておりました。 
いよいよ念願の壱岐への訪問が間近となり楽しみにして

おります。橋川君にはご尽力を頂き大変感謝しております。
総勢 7 名の参加予定になっておりますが、まだ、追加の参加
は可能ですので都合の付く方はご連絡を下さい。それでは、
この後、コウ・シヘイさん、宜しくお願いします。 
■慶 祝 
◇会員誕生日            ◇結婚記念日 

谷村 繁君(11 日)      上田 穣君/昌子さん(4 日)  
  
 
 
 
 
 
 

◇夫人誕生日 
伊藤 和子さん(9 日)    笹木 修子さん(30 日)  谷村 とし子さん(26 日)   

 
 
 
 
 
 
◇在籍表彰  
  吉田 和洋君(10 年)   鹿討 康弘君(5 年) 
   
   
 
 
 
 
 
   ◆幹事報告◆幹事報告 
◆幹事報告 
 

みなさん、こんにちは。私
は台湾から参りました、コウ・
シヘイと申します。どうぞ、宜
しくお願いします。今日、ここ
で半年間の成長した姿を発表
でき、大変光栄に存じます。簡
単に自己紹介いたします。台湾
の大学で工業デザインを専門
として学んでおりましたが、いろいろと考えた末に大学 4 年
の時に学籍を延長して、2015 年 9 月に一年間の交換留学生
として日本へ留学しました。この一年間は私にとって大変意
義がありました。そして、引続き日本で修士課程に進みたい
と思い、今年 4 月から岩手大学デザインメディア修士課程へ
進学しました。本日の発表は私の故郷台湾の紹介と今年 6 カ
月間の勉強内容そして交流活動で構成されています。           
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

最初に私の故郷の台湾の紹介です。~中略~（地元の生活習

慣、産業、観光、食事方法について説明がありました） 

次に岩手大学で今年4月から勉強した授業内容を紹介致し
ます。まず、デザインメディアにつ
いて紹介します。環境プロダクトデ
ザインに係るデザイン工学と基盤技
術であるメディア工学と一緒の分野
です。デザイン系とメディア系の学
生さんと一緒に規則的な知識も勉強
します。最後にプロジェクト演習の

授業で一緒にプロジェクトを作ります。これは私が前学期に
勉強した授業です。~中略~（授業で作成した作品、フログ
ラミングについての紹介がありました） 

次は映像メディアの授業で
作製した作品を紹介します。映
像メディアは四角、平面デザイ
ンに関して実験的な方法で作品
を作る授業でした。私の作品の
名前は水の生花です。日本に来
てから特別に日本の生花に対し深い興味を持っております。
生花の展示会に行って体験授業に参加しました。~中略~ 

次は情報デザインの授業で作ったＷＥＢデザインです。毎
日、パソコン、スマートフォンでた
くさんのＷＥＢページを読んで、今
回初めて自分のＷＥＢページを作り
ました。これは最後に作成したじゃ
がいものＷＥＢです。~中略~ 

次は大学の卒業作品です。この作品から 
初めてデザインの影響力を意識して自分の 
未来のデザインの理念を決めました。この 
作品はさとうきびの搾りカスから作りまし 
た。農協の廃棄物を利用して新しい材質を 
デザインしました。~中略~ 
次は交流活動として、大船渡、釜石、韓国での活動につい

て説明がありました。~中略~ 

最期にロータリーの皆様から、たくさんサポートをして頂
き感謝しています。日本に来てから安心して生活、研究が出
来ました。これからも、宜しくお願いいたします。 

 
 

33 人中 15 人出席   
出席率 53.5％  
前回修正 60.7％ 
 
◇メーキャップ  
10/1(日)ロータリー米山記念奨学会研修会 

                    阿部 一郎君 
 
＜立花 徳久 君＞本日はコウ・シヘイさん、カーラ・リリ
ーさん、花巻 RC にようこそ。岩手の生活にだいぶ慣れた事
と思います。是非、楽しんで下さい。橋川君、壱岐訪問、楽
しみにしています。 

＜阿部 一郎 君＞ コウ・シヘイさん、 
カーラ・リリーさん、例会にようこそ。 
シヘイさんには、スピーチしていただき、 
ありがとうございます。 シヘイさん、 
リリーさんは、本日わんこそばを体験す 
るとのことですので、100 杯目指して 
頑張って下さい。 
＜吉田 和洋 君＞どうにか、10 年になりました。短い様
な長い様な。先週は空港関係委員会商業部会の行事とメーカ
ー総会出張で京都～東京へ行き、長女のところへ寄ってきま
した。JR 西の新幹線は普通指定席でも広いですね。行きは
久々の FDA、戻りは新幹線でした。 
＜佐々木 史昭 君＞先週は花巻東高校の学園祭に行って
きました。カーラ・リリーが、ゆかた姿で茶道部の受付を手
伝っていたり、自分が習っている活け花を展示していたり、
学校生活になじんでいる様子をとてもうれしく感じました。 
＜谷村 繁 君＞HP 掲載なし 
 
 
 
 
 
 
＜上田 穣 君＞結婚して 39 年になるようです。もっとも、
結婚前の期間も長かったので、ずいぶん長いこと夫婦関係を
続けてきたような気がします。それでも、今でも気分は新婚
です(ナ～ンチャッテ)。すみません、都合により早退します。 
＜笹木 賢治 君＞女房の誕生日プレゼントありがとうご
ざいました。 
＜鹿討 康弘 君＞コウ・シヘイさん、カーラ・リリーさん、
ようこそ、おいでいただきました。在籍表彰バッチありがと
うございます。まだ 5 年しか経っていないのか、もう 5 年な
のか…出世が早くて追いつけません。態度はでかいのですが、
気持ちは小さいので、これからもよろしくお願い致します。 
＜伊藤 隆規 君＞来る 10 月 18 日は花巻商工会議所創立
70 周年記念式典です。関係の皆様には、よろしくお願い申
し上げます。欠席が続きすみません。 
＜谷村 仁 君＞妻の誕生日に祝いをいただき誠にありが
とうございます。すっかりと忘れており大変なことになると
ころでした。コウ・シヘイさんのスピーチ楽しく拝聴いたし
ました。カーラ・アン・リリーさん、たこ焼器を買って早く
上手に焼けるようにして下さい。 

PＲです。花巻郵便局前に証明写真スタンドが設置されま
した。最新型なので色々出来るそうです。 
 
◇第 3063 回例会のメニュー 
『シマアジのフライタルタルソース』 
               
 
 
 
 
 
 
  
 
1 
10/17(火) 会員卓話 担当 横田 裕之 君           

10/24(火)  会員卓話  担当 伊藤 隆規 君 

10/26(木)～28 日(土) 壱岐ＲＣ訪問 

10/31(火) 壱岐訪問報告 担当 橋川 秀治君 

クラブ会報委員会    
委員長：藤田 勝敏（今回担当）  副委員長：横田 裕之 

AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘   

◆出席報告  ■ニコニコ Box 

 

 

 


