
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 
第 3096 回例会/No.46 2018 年 6 月 5日 
               

 
1. 開会点鐘 
2. 国家斉唱   
3. ロータリーソング斉唱 
4. 四つのテスト  
5. 会長の時間         
6. 慶祝 
7. クラブ協議会 年間事業報告 担当 幹事 阿部 一郎 君 
8. 幹事および委員会報告    
9. 出席報告 
10.ニコニコボックス      
11.閉会点鐘 
  
 
・2018 年地区研修・協議会 分科会 監事・会計部会・議事録 
職業奉仕部会アンケート結果一覧 ［ガバナーエレクト事務所］ 

・平成 30 年度花巻市勤労青少年ﾎｰﾑ運営協力会会費納入について 
（御礼）[花巻市勤労青少年ﾎｰﾑ運営協力会 会長  藤沼弘文］ 

・ＲＩ第 2520 地区ローターアクト第 42 回地区年次大会記念誌 
のご送付について           ［ガバナー事務所］ 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 13 号配布に 
ついて       ［花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介］ 

・8/4（土）国際ロータリー第 2520 地区青少年交流委員会 2018- 
19 年度派遣 長期派遣生壮行会のご案内  ［ガバナー事務所］ 

・ロータリー親睦活動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「42 回/49 回」立花 徳久 君 

こんにちは。今日は米山奨学生のコウ
・シヘイさん、花巻北高校の千葉副校長先
生、花巻 RC 奨学生の皆さんにお越し頂い
ております。ありがとうございます。 
 花巻 RC 単独の奨学金制度は他 RC では
見られない、本当に珍しい制度でございま

す。これは当 RC の先輩方が培ってきた伝統であり、我々も
見習いながら継続して参りたいと思います。そして、コウ・
シヘイさんの米山奨学金は国際的なもので、日本全国で取り
組んでいる制度でございます。 
 現在、コウ・シヘイさんは就職活動で苦労しているようで
すが、是非、頑張って下さい。実は私の娘も就職活動中で苦
労しているようです。就職は自分の将来を左右することでも
あり、満足する形で就職できることを願っております。   
しかし、就職は必ずしも自分が希望するところへ入社出来

るわけではありませんし、常に自分が望む仕事を与えられる
とも限りません。そのような状況の中で自分をどのように活
かしていけるか、そうした考えを持って仕事に取組むことが
大切です。是非、コウ・シヘイさんが希望する会社へ就職出
来ることを祈っております。 
 先週の土曜日、宮古 RC 創立 60 周年、宮古ローターアク
ト創立 35 周年の記念式典に出席して参りました。式典は 3
時間ほどを要し、次の懇親会スタートでは宮古水産高校の
「宮古あばれ太鼓」が披露され、会場は一気に盛り上がりま
した。非常にメリハリの効いたプログラムでした。式典には
菅野多利雄さんが出席しており、正式なところでは 5 月 26
日で 99 歳、来年で 100 歳になられるそうです。菅野さんも
式典の構成が素晴らしいとお褒めになっておられました。 
私は懇親会を途中で退席し、宮古の友人から招待を受け 

 
お鮨屋さんに行ってまいりました。すべてのお鮨に細工が施
され、今まで経験したことがない御鮨屋さんでした。手元に 
は醤油がなく、握った鮨には食材にあった煮切り醤油や甘口
醤油、辛口醤油等を塗って出してくれました。鮨のひとつひ
とつが綺麗で、その中でもウニが素晴らしかったです。軍艦
巻きではない、しゃりにウニだけをたらふく乗せたもので、
固めの馬糞ウニと柔らかめの紫ウニを組み合わせ、ウニがし
ゃりから崩れないようにしているとのことでした。 
 最後に大将へ難しい細工の鮨を出してくれと頼んだら、干
瓢巻きと納豆巻きと鉄火巻きが出できました。普通の鮨屋さ
んでは力を入れて巻物を巻いているそうですが、巻物はご飯
に空気が入るようにご飯粒を潰さず巻かないと美味しくな
いそうです。確かに食べてみると口のなかに香りが広がる感
じがして美味しい巻物でした。大将の話によると、料理界の
みならず政界、各界の有名人がお店を訪れているそうです。
お客様から銀座への出店を勧められることもあるそうです
が、自分自身が楽しく仕事をして宮古で生活していければ良
いということでした。無理してたくさんの客を取る気はなく、
テレビやマスコミの取材は全く受付けないそうです。自分の
技術、腕に自信があるから発することが出来る言葉だなと感
心しました。羨ましい限りです。年齢は 75 歳くらいで、し
っかりと修業を積み、現在の境地に到達したものと感服しま
した。今日は皆さんに美味しさの一旦でも感じてもらえれば
と思い、このようなお話をさせて頂きました。皆さんも、是
非一度、足を運んでみてください。これで会長の時間を終わ
らせて頂きます。 

■米山奨学金贈呈・奨学生スピーチ コウ・シヘイさん  

みなさん、こんにちは。先週、修士課程
の研究発表が無事に終了しました。内容は
プラスチック廃棄物、ビニール袋等を再利
用、加工し製品をつくることです。 
去年から専門の先生方や学生さん達とデ

ィスカッションし、実験用の機器も貸して
頂き大変助かりました。台湾で年間に使用
されるビニール袋は一人当たり 700 枚で、
環境に大きなダメージを与えています。 
スーパーマーケット、コンビニが無料でビ
ニール袋を提供することは犯罪です。環境

に優しいプラスチックのデザインが研究のコンセプトです。
手がけている保温性が保たれたビニール板を建築用として
運用していきたいと思います。来年も海外の学会で研究を発
表する予定です。 

現在、就職活動中ですが、台湾には日本のような就職活動
がありません。初めて経験しますが、このプロセスは新鮮で
す。就職説明会では勉強している内容で仕事に活用できる事
は何かと聞かれ、考えているうちにどの様な仕事をやりたい
か、社会に貢献できる事は何かを深く考えるようになりまし
た。これからも、研究と就職活動のバランスを考えながら進
んでいきたいと思います。ありがとうございます。 

年度国際ロータリー第 2520 地区 

◆2018-19 年度国際ロータリー 
研修・協議会 報告 2018 報 
■花巻奨学生委員長 浅沼 幸二 君 
 花巻 RC の奨学生が決定しましたので、本日、授与式を行
うこととなりました。花巻北高等学校 1 年生の〇〇〇〇君、
昨年から引続き、花巻北高等学校 2 年生の神山〇〇〇さんで
す。それでは、お二人から簡単に自己紹介をお願い致します。 
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■○○ ○○君 ご挨拶 
 花巻北高校 1 年の〇〇〇です。バレーボール部に所属して
おり、得意科目は数学です。将来は公務員として働きたいと
考えています。大学では発電、情報通信について学びたいと
考えているので理系、工学へ進みたいと考えております。宜
しく、お願いいたします。 

 

 

■○○ ○○ さん ご挨拶 
 花巻北高校 2 年の〇〇〇〇です。ソフトボール部に所属し
ており、得意科目は数学です。私の将来の夢は建築士になる
ことで、その中でも建築デザインに関わりたいと思っており
ます。そのために Y 大学の工学部建築デザイン学科への入学
を考えております。2 年生から理系に進み物理を選択してい
るので、勉強をしっかりと頑張って自分の進路達成に向け進
んでまいりたいと思います。宜しく、お願い致します 

 

 

■花巻北高等学校 副校長 千葉 雅彦様 ご挨拶 
 花巻北高校副校長の千葉と申します。
校長の菅野に所要があり、代わりにご挨
拶させて頂きます。 

 花巻 RC の皆様には本校の教育活動に
際しまして、深いご理解とご協力を賜り
心から感謝申し上げます。また、本日は

例会にお招き頂き、そして、今年度も 3 人の奨学生を採用し
て頂き、誠にありがとうございました。  

 さて、新学期が始まり 2 か月が過ぎましたが、1 年生は最
大の難所である応援歌練習を乗切り、先週の 22 日には高総
体の総合開会式に 1 年生 222 名が参加しました。日差しが強
かったものの心地よい風のお陰で体調を崩す生徒もおらず、
充実の一日を過ごしたようです。 

 また、昨日は新入生の高校生活報告会が行われ、近隣の中
学校の先生 17 名が来校されました。授業参観の後、学校ご
とに分かれて 40 分ほどの懇談会を行いました。生徒達は勉
強、部活、応援歌練習が大変と言いながら、多くの 1 年生が
花高に入って良かった、花高は楽しいと中学校の先生と親し
く話していたようです。県高校総体では 27 日(日)、本校の女
子弓道部が 9 年ぶり 6 度目の優勝を飾り、インターハイ出場
を決めております。陸上競技では 5 名が 6 種目で東北大会出
場を決めており、当大会で上位 6 位に入賞すればインターハ
イ出場となります。1 名でも多くの選手が全国大会に出場出
来るよう頑張って頂ければと願っている所であります。 

 今週末には後期の高総体があり、昨年、盛岡工業の 30 連
覇を阻止したアーチェリー部の試合が雫石で行われます。春
季の高校野球では久しぶりに県大会出場を果たし、ベスト 8

に食い込む健闘でございました。夏のシード権を獲得しまし
たので、今後の生徒達の活躍が大いに期待されるところであ
ります。6 月 2 日(土)には、花巻市文化会館で吹奏楽部の定
期演奏会がございまいす。時間がございましたら、是非、足
を運んでいただければと思います。最後に花巻 RC の益々の
発展を祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。本日はありがとう
ございました。 
 
 
 
30 人中 13 人出席    
出席率  54.1％  
前回修正 62.5％ 
◇メーキャップ  
5/26（土）宮古ＲＣ60 周年記念式典 立花徳久君 
5/26（土）盛岡中央ＲＣ30 周年記念式典  

阿部一郎君、三田望君     
 

＜立花 徳久 君＞ 本日は米山奨学生のコ
ウ・シヘイさん、花巻ＲＣ奨学生 2 年の〇
〇さん、1 年の〇〇君に来ていただきました。
ご苦労様でした。3 年の泉澤希美さんは模擬
試験で欠席とのことです。副校長先生の千
葉雅彦先生、出席ありがとうございます。

どうぞ、奨学金を有意義にお使いください。 
 
＜鹿討 康弘 君＞米山奨学生のコウ・シヘイさん、花巻北
高千葉副校長先生、〇〇さん、〇〇君、ようこそ、花巻ＲＣ
へおこしいただきました。先週の「ぬくまる食堂」は予想を
はるかに上回る 18 名の子供たちが来てくれました。遊び場
の 2 階はあばれ回る子供たちの熱気にあふれて、エアコン設
置を検討しています。食中毒には万全の注意が必要ですが、
階段からころげ落ちてケガをしないように見張ってくれる
ボランティア募集いたします。 
 
＜阿部 一郎 君＞花巻北高千葉副校長先生、〇〇さん、〇
〇君、ようこそ花巻ＲＣの例会へおこしいただきました。奨
学生の皆さんは勉学にはげみながら、充実した高校生活を過
ごして下さい。コウ・シヘイさん、例会参加ありがとうござ
います。就職活動も真最中です。早く良い結果が出ることを
願っています。 
 
＜佐々木 史昭 君＞花巻北高のロータリーの奨学生のみな
さん、本日は例会にご参加いただき、ありがとうございます。
3 年前に短期でオクラハマへ派遣された青砥凌太君が、8 月
からオクラハマのユニバーシティ・オブ・セントラルオクラ
ハマに留学することが決まったそうです。心から応援したい
と思います。 
 
＜吉田 和洋 君＞花巻ＲＣ奨学生になられた 3 名の生徒の
皆さんが自分の目標に向かって良い高校生活を送られる事
を期待しています。私の娘も高校 2 年生ですが、朝早い電車
通学や土曜課外やボランティア活動も楽しみながら頑張っ
ている様です。 
 
＜上田 穣 君＞本日も調定が入っており、早退させていた
だきます。なお、来月も 1、2、3 週と総会、研修が入ってお
り、例会は欠席となりそうです。すみません。最終の例会に
は出られそうです。よろしくお願いします。 
 
＜イーエヌ大塚製薬 橋川 秀治 君＞ 
ぬくまる食堂の協賛金としてニコニコいたします。 
 

第 3095 回例会のメニュー 
『ビーフカレー』  
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6/12(火）平塚ＲＣ来花例会 
6/19(火) クラブ協議会 年間決算状況報告 幹事 阿部一郎   

6/26(火) 菊の会合同最終例会 やぶや  
 
  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 


