
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」 
第 3086 回例会/No.36 2018 年 3 月 20 日 
               

 
1.  開会点鐘   
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間   
4． 幹事および委員会報告    
5. 出席報告 
6.  ニコニコボックス      
7.  閉会点鐘 
★★菊の会合同音楽夜例会「ピアノとベースの競演」★★ 
  ピアノ/北田了一 ベース/佐藤   
 
・5/20(日)「2018 年地区研修・協議会」開催のご案内 
 ［国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト 田中 堯史]  
・ハイライトよねやまＶｏｌ216 

 [公益財団法人ロータリー米山記念奨学会]  
・4/9(月)平成 30 年度入学式について（ご案内） 

[岩手県立花巻南高等学校 校長 遠藤 可奈子] 
・インターシティ・ミーティングの御礼［北上西ＲＣ会長 佐藤 恵子］ 
 
 
 
■会長の時間「32 回/49 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。今日は午前中、花巻中学校の
卒業式に出席して参りました。来賓席の大
半が花巻ＲＣ関係者で占められ、いかに当
ＲＣが花巻市の教育関係へ貢献しているか
を強く感じて来ました。 
卒業式では上田君が同窓会長として素晴

らしい祝辞を述べられました。子供達は緊張した面持ちで、
先生方は頷き納得しながら上田君の祝辞を聞いておられま
した。先生方は今まで多くの失敗、成功を積み重ねてきてお
り、上田君の祝辞の内容をスムーズに理解できたものと思い
ました。実は昨年の 3 月に娘の中学校の卒業式に参加しまし
たが、思わず涙が出そうになりました。息子の卒業式の時は
全く涙が出ませんでしたので、父親は非常に娘に甘いなと感
じました。今日のゲストは全員女性であり、お父さん、お母
さん、そして保護者の方々が皆さんを大事に育ててきた訳で
すが、我々ＲＣも子供達、そしてゲストの皆様を大事に育て
なければならないと再認識しました。 
昨日、8 名の参加のもと花巻ＲＣ会員拡大委員会を開催し

ました。三田エレクトから会員拡大に向け激励を受け、手分
けして各企業を訪問しようということになりましたので、皆
様のご協力もよろしくお願い致します。 
今日を含め卒業式には何度も出席してきましたが、本日の

卒業生の子供達は素晴らしく、あらためて子供達を信じるこ
との大切さを教えられました。高校を卒業すると社会人、大
学進学とそれぞれ進む道は異なりますが、世間は大人として
見ますので自分の行動には責任をもって生活することが大
切となります。 
今日はＰＴＡ的なお話になりましたが、これも阿部一郎幹

事の影響から教育の道に足を踏み入れ、ＰＴＡ会長を引き受
けたことによるものです。私は幼稚園、小学校、中学校とＰ
ＴＡ会長をやらせて頂きました。本日出席の会員の皆様方に
も、ＰＴＡ会長を経験した方が多くいらっしゃいます。三田
君は教育委員長までやられた方です。花巻ＲＣには当市の教
育関係に貢献した方々が非常に多くいらっしゃいます。花巻
ＲＣとして教育関係はこれからも力を入れていかなければ

ならない分野と考えております。これで会長の時間を終わら
せて頂きます。ありがとうございました。 

■米山奨学金贈呈 奨学生 コウ・シヘイさん 
みなさん、こんにちは。2月末から 2週間、

福井でのインターシップに参加してきまし
た。暖かく雪もあまり降っておりませんでし
た。岩手と福井の学生がお互いに自分の研究
を紹介し、討論してきました。いろんなアド
バイスを頂いて良い経験となりました。お土

産として福井の羽二重餅を買ってきましたので、皆さんで召
し上がってください。ありがとうございました。 
■慶 祝     

夫人誕生日                                   
佐々木 啓子さん 

(2 日 史昭さん) 
 
 

   
 

■花巻ＲＣ奨学生委員長 浅沼 幸二 君 
みなさん、こんにちは。昔は毎月例会で

奨学金の交付を行っておりましたが、現在
は個人の預金口座への振込で対応しており、
奨学生の生徒さんとお会いする機会はなか
なかありません。今日は奨学生の小原真奈

さんにお越し頂きました。ありがとうございます。晴れて希
望する大学へ合格したとのことです。4 年間、東京での大学
生活をエンジョイして下さい。 
■奨学生 花巻北高等学校卒業生 小原 真奈さん 

今日は例会にお招きいただきありがとう
ございます。3 月 8 日に合格発表があり何
とか希望大学へ合格することができました。
花巻北高校では総合の授業に自由研究の時
間があり、2 年生時に東日本大震災につい

て研究しました。その時、被災された同年代の方々から被災
した生活状況を伺う過程で社会保障に興味を持ち、4 月から
は大学で社会系の勉強を学んで参りたいと思っています。 
3 年間、勉強を頑張ってこられたのは皆さんの奨学金の御
蔭だと思っております。本当にありがとうございました。 

◆◆委員会報告  
員会報告◆委員会報告  

 みなさん 
 皆さん、こんにちは。「花巻ロータリーカッ
プ・第 33 回花巻地区小学生親善バレーボール
大会」の報告をさせて頂きます。今回は 8 名
のメンバーに参加頂き、9 時 15 分からの開会
でメンバー全員の紹介がありました。（立花会

長、阿部幹事、鹿討副会長、上田君、谷村君、吉田君、笹木
君、藤田君）最初に東日本大震災への黙祷の後、奥州胆沢ク
ラブからの優勝杯返還、立花会長の主催者挨拶（皆さん両親
に感謝して頑張りましょう！）、上田君からの激励挨拶（思
い出に残る大会にして下さい！）がありました。今回は花巻
ＲＣの旗が非常に目立っておりました。子供達にもロータリ
ーの名前が確実に浸透していると感じられました。選手宣誓
は南城スポーツ育成会ＶＣの佐々木青空さんが行いました。
決勝は日曜日に行われ、奥州胆沢クラブが参加 29 チームの
中から優勝しました。（平成 26 年の 29 回大会から 5 年連
続）参加したメンバーは大変、ご苦労さまでした。 
★上田穣花巻市小学校バレーボール連盟会長より、花巻ロータリ 
ーカップが規模的にも凄い大会になった旨の説明がありました。 
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◆クラブ協議会 次年度各委員選出 
 
 
 
 
                     
                                               
   
 
 
■短期青少年交換生 佐々木陽香さん 

花巻北高校 2 年生の佐々木陽香です。私は
明後日からオーストラリアへ行ってまいり
ます。海外は 2 回目なので前回よりも現地
の方と英語で多くのコミニユケーションを
とり、楽しんでたくさん学んできたいと思
います。一週間という短い期間ですが、実

のある経験にしたいと思います。皆さんに良い報告が出来る
よう頑張ってきます。ありがとうございます。 
■長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 

こんにちは。カーラと申します。私は 16
歳の留学生です。今日はテキサスと私につ
いてお話します。私はテキサスにお母さん
と義理のお父さんとお婆さんと一緒に住ん
でいました。ダラスの人口は 100 万人です。
ダラスにはたくさんの仕事があります。そ

して、ダラスにはいくつかの大きな会社の本部があります。
（Exxon Mobile、AT&A 等）私はお母さんと友達と一緒に
映画館へよく行きました。映画館はとても素敵で、私は 1～
2 週間に 1 回、映画館へ行きます。映画館では食べ物の注文
が出来、とてもリラックスが出来ます。私はこの映画館が本
当に大好きです。この映画館の名前は Studio Movie Grill
です。ダラスには屋内スカイダイビングの施設があります。
屋内スカイダイビングはとても楽しく、全然怖くありません。
ダラスにはたくんの楽しいイベントがあります。私の好きな
イベントは射撃とコンサートです。ダラスからの飛行便はた
くさんあり、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京、メキシコ
シティへの便があります。皆さん、ありがとうございました。 
 
 
「ぬくまる食堂の進捗状況について」副会長 鹿討 康弘 君 

みなん、こんにちは。明日 or 明後日の岩手
日日新聞にぬくまる食堂（花巻ＲＣ主催）の
記事が掲載されます。ご覧になって頂ければ
と思います。お手伝い頂ける方は、ボランテ
ィア申込書、守秘義務契約書の提出をお願い

します。着実に準備は進んでおりますので、無事に開店を迎
えることが出来ると思います。宜しくお願いいたします。 
 
 
31 人中 17 人出席 出席率 65.3％ 前回修正 69.2％ 
◇メーキャップ 3/6(火)北上ＲＣ例会 佐々木史昭君、3/9(金)ﾎｯﾄｽﾌﾟ

ﾘﾝｸﾞｽ市 花巻姉妹都市提携 25 周年記念事業実行委員会 吉田和洋君、 

3/12(月)ファイヤーサイドミーティング 立花徳久君、三田望君、阿部 

一郎君、鹿討康弘君、吉田和洋君、橋川秀治君、笹木賢治君、戸来昭弘君  

3/10(土)・11（日）花巻ロータリーカップ 上田穣君、立花徳久君、笹木 

賢治君、阿部一郎君、鹿討康弘君、藤田勝敏君、吉田和洋君、谷村繁君 

    
 

＜立花 徳久 君＞今日は花巻中学校の卒業式に出席させて
頂きました。子供達の笑顔や感きわまって涙を流しながら歌を
唄う姿に感動しました。そして、本日ＲＣ奨学生小原真奈さん、

短期青少年交換生佐々木陽香さん、カーラ・リリーさん、米山
奨学生コウ・シヘイさん、出席ありがとうございます。 
＜阿部 一郎 君＞今日は花巻中学校の卒業式に参加してきまし
た。18 名の前列の来賓中 6 名が花巻ＲＣメンバーで占めていまし
た。162 名が輝きながら卒業していきました。花巻 RC 奨学生の小
原真奈さん、北高卒業、そして大学合格おめでとうございました。
今後の活躍をお祈りします。 
＜鹿討 康弘 君＞奨学生小原真奈さん、ご卒業おめでとうご
ざいます。コウ・シヘイさん、佐々木陽香さん、カーラ・リリ
ーさん、ご出席ありがとうございます。カーラさん、ドーナツ、
おいしゅうございました。コウ・シヘイさん、おみやげ、おい
しゅうございました。昨日、人間ドックでした。胃カメラもキ
レイなもんで異常なし。コレステロールもＣ判定からＢ判定
に！！おまけに身長も 1 ㎝伸びていました。 
＜三田 望 君＞①3 月 1 日、稲田宮司さんのもと、無事弊社
建物の落成式を執り行って戴きました。②3 月 11 日東日本大震
災七年目の鎮魂の鐘を鳴らしてきました。③小原真奈さん、卒
業おめでとうございます。しっかり社会等を学んで、また花巻
に帰って来て下さい。 
＜吉田 和洋 君＞午前中、花巻中学校の卒業式に今年は来賓
で出席してきました。すばらしい式でした。ちょうど一年前を
思い出しながら見ていました。今年卒業された皆様、おめでと
うございます。これからのご活躍を祈念します。 
＜上田 穣 君＞10 月、11 日と花巻ロータリーカップバレーボー
ル大会には、過去最高のロータリアンに出席していただき、花巻市
小学校バレーボール連盟会長として感謝申し上げます。ぜひ来年も
多くの参加をよろしくお願いします。花中の卒業式も無事終えるこ
とができ安心しております。 
＜佐々木 史昭 君＞花巻ＲＣ奨学生の小原真奈さん、ご卒業、
大学進学おめでとうございます。ロータリークラブの奨学制度とし
ても、著名大学進学はこのうえないよろこびです。ますます、大い
に羽ばたいていただいて、将来はぜひロータリークラブとの関わり
を保っていただくようにご期待申し上げたいと思います。 
＜滝田 吉郎君＞先ほど花巻中学校卒業式上田穣同窓会長の祝
辞を聴く会に出席してまいりました。今年は努力することの素晴ら
しさを話されました。感動しました。 
＜稲田 典之 君＞花巻中学校の卒業式に参列してきました。と
ても感動しました。カーラ、ドーナツのお土産ありがとう。 
＜橋川 秀治 君＞先週末は会社でスキーに行きました。強風と
全面アイスバーンに泣きそうでしたが、ゴンドラに乗ったら、平昌
4 位になった岩渕麗楽さんが隣に乗って来て嬉しかったです。 
＜谷村 仁 君＞カーラさん、ドーナッツごちそうさまです。今日
は新年度に向けた組合との推進懇と三六協定交渉のため中座させ
て頂きます。奨学生の皆さんのお話を途中までしか聞けず残念です。 
＜下町 壽男 君＞出発の季節となりました。本日は高校を巣立
つ小原さん、そして明後日からオーストラリアに旅出つ陽香さんを
おまねきいただきありがとうございました。花北の校長として、ロ
ータリーの皆様に厚くお礼申しあげます。今後とも花高生に目をか
けていただきますようよろしくお願いします。出発といえば、私も
あと 20 日ほどで 38 年の教師生活を終えます。こっそりフェイド
アウトいたします。 
◇第 3085 回例会のメニュー 
『豚フィレのパン粉揚げカレーソース』 『ゲスト 4 名を囲んで記念撮影』                                                                 

 
 
 
 
 

 
 
3/27(火) 会員卓話またはゲストスピーチ 

4/3 (火)  慶祝 米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
4/10(火) 会員卓話またはゲストスピーチ  担当 浅沼 幸二 君 
4/17(火) 会員卓話またはゲストスピーチ  担当 下坂 和臣 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  
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◆今後のプログラム 
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