
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

4 月 RI 月間テーマ「母子の健康月間」 
第 3089 回例会/No.39 2018 年 4 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.  米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
6.  会員卓話 担当 浅沼 幸二 君 
7.  幹事および委員会報告    
8. 出席報告 
9.  ニコニコボックス      
10. 閉会点鐘   
 
・4/28(土)平成 30 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協会 

定期総会の開催について（ご案内） 
［花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼弘文］ 

・5/7(月)～5/9(水)2017-18 年度長期来日生東京旅行の 
ご案内                    ［ガバナー事務所]  

・2017-18 年度地区大会表彰について(お願い)[ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所] 

・母子の健康月間ﾘｿｰｽのご案内   [国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局］ 
 
            
 
■会長の時間「35 回/49 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。花巻東高は残念ながら
準々決勝で敗れましたが、ベスト 8 進出
は素晴らしい快挙であると思います。 
滝田同窓会長におかれましては本当に

御苦労様でした。先週もお話しましたが、
選抜優勝の敦賀気比に勝利した時の感動

が再び蘇り、本当にうれしくこの上ない気持ちです。 
応援もさることながら、私の場合は試合後の祝勝会で滝田

君や色んな方とお話することが楽しみです。これは勝ったチ
ームの特権で、夏の大会も頑張って甲子園出場を果たして欲
しいと思います。 
また、カーラの岩手での生活も残すところ 3 カ月となりま

した。楽しい思い出をたくさん作って下さい。 
 
次に私の趣味の話をさせて頂きます。昨日、ある場所で今

まで接したことが無いレコードプレーヤーに遭遇しました。
レーザーで溝を読んでいくレコードプレーヤーで、ＣＤのよ
うに雑音がない世界になるのかなと思いきや、今まで以上に
溝のキズやゴミを精密に読み込んでノイズを発生させます。
やはり、レコードの掃除は必要です。ただ、びっくりしたこ
とはＳＰレコードをこのプレーヤーにかけると、針のレコー
ドプレーヤーよりもはるかに良い音を出しており非常にび
っくりしました。レコードの溝はＶ字型になっておりますが、
針の場合は底の部分をトレースし、レーザーは上の部分をト
レースし音の劣化のない部分を読み取るので、雑音はあるも
のの非常に鮮度の高い素晴らしい音を出します。ほんとうに
いいな～と心は傾きましたが、値段を聞くとフルスペックで
160 万円ということで夢はついえました。 
私も色んな趣味を持っていますが、これからの自分の人生

が 10 年になるか 20 年になるかわかりませんが、これから
も楽しくやってまいりたいと思います。本日は宜しくお願い
いたします。 

■慶 祝 
◇会員誕生日 
谷村 仁君（2 日）   藤田 勝敏君(2 日)   
                       
 
 
 
 
 
滝田 吉郎君（8 日） 

          
 
 
 
 

 
◇在籍表彰      
佐々木 史昭君（14 年）◇結婚記念日 
                      佐々木 史昭君/啓子さん（23 日） 
                     浅沼 幸二君/葉子さん （23 日） 
 
 
 
 
 
 

 みなさん、こんにちは。去年に引続
き 2 週間オクラホマに行かせて頂きま
した。いろいろな経験をして参りまし
たので、ご報告致します。最初にビデ
オを見て頂きたいと思います。 
 

◆最初にＮＢＡオクラホマシティサンダースがホームでポ
ートランドとプレイオフ進出を賭けた試合です。Т シャツ
を丸めて観客にプレゼントしているシーンとラフプレイ
で試合が中断し、詰め寄っているシーンです。 
 

 
 
 
 
 

◆子供達が釣りをしているシーンです。釣った魚はレイン 
ボートラウト（虹鱒）です。 
             

 
 
 
 
 
 

◆昨年の地区青少年委員長ケリージョンソンさんとの別れ
のシーンです。 
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◆幹事報告 

 
◆第 3088（4/3）例会の概要 
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◆例会プログラム 

◆短期青少年交換留学オクラホマ報告 
会場監督 佐々木 史昭 君 

 「ぬくまる食堂プレオープン報告」 
取締役総務部長 石崎 徹 

様  
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◆自己紹介のシーンです。 
                                     
 
 
 
 
 
◆歴史あるプロテスタント ◆オクラホマ州立大学音楽科 
の教会に行ってきました。 の学生達の演奏風景です。 

    
            
 
 
 
 
 

◆さよならパーティーでよさこいを披露しました。その後は 
日本から持参した浴衣に着替え交流を深めました 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆ホストファミリーの皆さんです。◆セントパトリックディー（緑） 
                      
 
 
 
 
 
 
 
◆地平線の夕日 ◆ポンカ・シティの市長さん◆充実のスポーツ施設  

                 
 
 
 
 
 
 
◆その他盛りだくさんのプログラムでした。 
 
        
                    
 
 
 
                       
 
 
 
 
佐々木団長、ご苦労が多い旅のようでしたが、無事帰国し、

大変ご苦労様でした。 
 
 
31 人中 16 人出席           
出席率  64.0％  
前回修正 64.0％ 
◇メーキャップ  
3/27(火) 青少年交換留学生スプリングキャンプ 阿部一郎君  
3/31(土) RLI パートⅢ 三田望君、鹿討康弘君、橋川秀治君  

    
 

＜立花 徳久 君＞花巻東高校 BEST8 おめでとう。滝田東校
同窓会長、ご苦労様でした。カーラ、残り 3 カ月楽しくや
りましょう。 

＜阿部 一郎 君＞4 月に入って暖かい日が続き、例年より早
い桜の開花が待ち遠しい季節になりました。花巻東高のベス
ト 8 の活躍、花巻に力を与えてくれたと思います。カーラも
応援ご苦労様でした。帰ってきてすぐにスプリングキャンプ
ご苦労様でした。史昭君、オクラホマ引率、疲労困憊だった
と思います。報告ありがとうございます。 
＜鹿討 康弘 君＞RLI 研修に三田さん、橋川君と参加してま
いりました。主催事業の「ぬくまる食堂」の報道が多かった
おかげで他クラブの皆様方から「素晴らしい」「ロータリー
の大きなコマーシャルになった」とお褒めの言葉を頂いて参
りました。3/29 に 59 才になりました。孫からのプレゼント
はバルーンアートで作った「じいじ」でした。 
＜吉田 和洋 君＞今週後半から社員研修旅行です。今回は長
崎、福岡、小倉方面。研修ですので、小倉の TOTO ミュージ
アム見学も入れてます。いつも通り 2 班編成での実施なので、
私は同じところに 2 回行くことになります。 
＜下坂 和臣 君＞誕生日、夫人誕生日、結婚記念日のお祝
いありがとうございます。 
＜橋川 秀治 君＞RLIのご縁で盛岡北ＲＣの田口絢子さんに
招待され、盛岡市民文化ホールの「くにたちコンサート」に
行って来ました。学生からプロまで素晴らしいクオリティで
岩手のレベルの高さを感じました。ロータリーの友情に感謝
です。 
＜佐々木 史昭 君＞オクラホマ短期青少年交換の引率から
無事帰還致しました。5750 地区との友好を深め、11 名の生
徒に世界への目を開かせる有意義な経験をさせられたと信
じますが、何より大変疲れました。でも、私自身、とても良
い勉強をさせていただきました。 
＜稲田 典之 君＞史昭君、オクラホマご苦労様でした。お
土産ありがとう！ 
＜滝田 吉郎 君＞①3 月 23 日から春の選抜、私学のバレー
ボール男女、ソフトボールの全国大会を応援し、その後、選
抜甲子園野球応援。バックスクリーンに映る笑顔の選手を見
ながら校歌を二度も歌うことができました。甲子園 2 勝、ベ
スト 8 です。感動しました。感謝です。誕生日プレゼントあ
りがとうございました。②みな様、花巻東へのオウン、支援
ありがとうございました。夏もお願いいたします。 
＜谷村 仁 君＞佐々木史和君、オクラホマお土産ありがと
うございます。フェイスブックで毎日拝見しておりましたが、
大変な引率でご苦労様でした。本日は誕生日を祝っていただ
きありがとうございます。誰からもプレゼントをもらえなか
ったので、とてもうれしいです。 
＜浅沼 幸二 君＞結婚祝いありがとうございます。33 年に
なります。病気もせず健康な 33 年でした。感謝、感謝です。 
＜藤田 勝敏 君＞佐々木さん、お土産ありがとうございま
す。6/13 の平塚ＲＣとのゴルフコンペ頑張ります。早速、
今週末から練習をスタートします。誕生日プレゼントありが
とうございました。 
 
第 3088 回例会のメニュー 
『和牛ビーフカレーライス』                                                                    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
4/17 (火) ゲストスピーチ 担当 佐々木 史昭 君 
          スターブリッジ社長 茂庭 裕之 様 
4/24 (火) 菊の会合同観桜会 場所：新亀家 18：00～ 
5/1 （火）休会（定款第 6 条 ＧＷ）  
5/8  (火) 地区大会報告 
 

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 

◆出席報告  

 

 

■ニコニコ Box 

 

◆今後のプログラム 

  


