
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
6 月 RI 月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 
第 3098 回例会/No.48 2018 年 6 月 19 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. クラブ協議会 年間決算状況報告  幹事 阿部 一郎 君 
           新年度決意発表 会長ｴﾚｸﾄ 三田 望  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 
  
 
・クラブ創立 30 周年記念式典御礼［盛岡中央ＲＣ 会長 鷹羽金司］ 
・7/29（土）地区ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナーの 
 ご案内[国際ロータリー第 2520 地区 18-19 ガバナー 田中堯史］ 
・ＭＯＵ（覚書）の提出について 

[国際ロータリー第 2520 地区 18-19 ガバナー 田中堯史］ 
・18-19 年度ガバナー月信特集コーナー「おらほのレジェンド＆ホープ」 

投稿のお願い[国際ロータリー第 2520 地区 18-19 ガバナー 田中堯史］ 

・ロータリー交換留学生月次報告書          ［鈴木葵奈］ 
・ハイライトよねやま Vol.219     ［（公財）米山記念奨学会］ 
・前沢創立 50 周年記念式典（御礼） ［前沢ＲＣ会長 鈴木 秀悦］ 
・7/23（日）米山学友会総会のご案内 ［（公財）米山記念奨学会］ 

 
 
■会長の時間「44 回/49 回」立花 徳久君 

  こんにちは。今日は平塚 RC の皆様、花
巻へお越し頂きありがとうございます。先
程、花巻のお土産について質問を受けまし
たが、花巻は昔から御漬物が有名で金婚亭さ
んの漬物は平塚でも物産店を開催すると人
気があるそうです。金婚亭さんには減塩等の

工夫を施した無添加で体に良い御漬物がたくさんあります。
お土産として購入して頂ければ幸いです。そして、コウ・シ
ヘイさん、今日はお越し頂きありがとうございます。就職
活動真最中で大変かと思いますが、頑張って下さい。 
先週、オクラホマから 8 名の訪問団が花巻を訪れ、皆さ

んには各家庭でホームスティをして頂きました。佐々木史昭
君宅には団長さんがホームスティしたそうですが、66 歳の
大柄かつ非常に面白い方でした。懇親会では団長さんより、
皆様も団長として子供達を海外へ連れていって下さいとの
お話がありました。そして、花巻 RC の皆さんが(7～8 名位)
宿泊できる部屋はあるので、是非、オクラホマにも遊びに
来て下さいとのことでした。アメリカでは若い時に働いて
財を成し、年を重ねた晩年にはその財を処分してロータリ
ー等の慈善活動に従事していくとのことでした。私達のよ
うに働きながらロータリー活動を行うスタイルとは大きく
異なっております。団長さんはアメリカンドリームを成し遂
げた方で感心致しました。 
私の会長職も来週、再来週で終了となります。非常にテ

ンションが上がっております。これから自分の好きな事へ
時間を割けると思うとわくわくしております。来年は平塚
RC さんを訪問し、楽しませて頂きます。今日は宜しくお願
い致します。 
■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。最近、毎日雨が降り、不便で少し

涼しい感じがします。現在、学校の授業では日本のビジネス

用の敬語を勉強しています。就職活動で
はいろんな会社の説明会、面接に参加し、
とても勉強になりました。自分自身が成長
でき、よかったと思います。そして、難し
い英語の文章を読む際には、集中して対応
できるようになりました。 
これからも、就職活動を行っている留学生

の皆さんと一緒に頑張ります。ありがとうございました。 
■慶 祝      
◇在籍表彰 
高橋 典克君(24 年) 

 
 
クラブ協議会 年間事業報告 
◇副会長兼クラブ奉仕大委員長  鹿討 康弘君 

クラブ奉仕大委員長の鹿討です。今日は
各方面から注目を浴びた『ぬくまる食堂』
（子供食堂）について報告致します。 
昨年、IM の講師にインクルいわて山屋理

事長をお招きし、是非、花巻 RC でも子供
の貧困、孤食の問題、ひとり親支援へ取組

んでいこうという事になり、今年の 3 月にプレオープン(3
日間)、5 月には本オープンの運びとなりました。オープン後
はマスコミ、報道機関から取上げして頂き、事業として注目
を浴びております。特に岩手県初の RC による運営というこ
とで各方面からの問い合わせ、講演依頼が相次いでおります。
先日も三田エレクトのご紹介で石油協同組合の総会で講演
をさせて頂きました。まだまだ知らない方が多くいるので、
講演することも啓蒙活動のひとつかと考え喜んで引受させ
て頂いております。今後とも『ぬくまる食堂』の運営には寄
付等の支援も必要となりますので、講演等の宣伝活動は継続
してまいります。今日は『ぬくまる食堂』の開催日(15:30
～17:30)です。平塚 RC の皆様も時間があれば足を運び、花
巻 RC の活動の一環を見て頂ければ幸いです。 
◇会長エレクト兼会員増強委員長 三田 望君  

  会長エレクトの役割は新しい会員を増や
すことですが、純増 5 名を目標に委員会を
立ちあげスタートしました。ファイヤーサ
イドミーティングを開催した他、見込先リ
ストを作成し何名かにアクションを起こし
ましたが、まだ具体的な成果には結びつい

ておりません。7 月には新年度が始まりますので、新年度に
むけて活動を継続して参りたいと考えております。具体的な
お名前もあがってきており、来年度こそ 5 名の会員を増やし
たいなと考えております。以前、花巻 RC には 2 名の女性会
員が在籍しておりましたが、現在は不在となっております。
是非、来年度は女性会員への勧誘にも取組みたいと考えてお
ります。最近は出席率も低迷しております。エンジョイロー
タリーのイメージで活動できればと思っております。 
 また、平塚 RC の皆様には我々もお邪魔してお世話になる
ことがあろうかと思います。楽しみにしておりますので、そ
の際はどうぞよろしくお願い致します。 
◇職業奉仕大委員長  滝田 吉郎君 

 平塚 RC の皆様、本当に来花ありがとう
ございます。6 年前に三荒さんと JC で一緒
になった典克君とお会いしたいなと話して
いたところ、やっと本日、その願いが実現
しました。委員会の活動としては会員先端

企業の見学ということで、イーエヌ大塚さんの工場見学を実
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施しました。見学の際には介護施設等に納めているやわらか
食品(鰻の蒲焼等)を御馳走になってきました。その後、例会
卓話で橋川君に講演を行って頂きました。本年度の事業は以
上でございます。今晩は宜しくお願い致します。 
◇社会奉仕大委員長 笹木 賢治君 

平塚 RC の皆様、ようこそ花巻へ。私も何
度か平塚へはお邪魔し例会にも参加させて頂
き、そして夜には差入を頂戴し大変感謝して
おります。花巻 RC では 30 年前より花巻市
小学校バレーボール連盟と協力し、花巻ロー

タリーカップ小学校親善バレーボール大会を開催しており
ます。女子だけの参加となりますが、約 30 チームが参加す
るほどの大規模な大会となりました。大会では花巻 RC の会
長が挨拶をし、最近では RC の横断幕も作成しました。今年
は多くの RC のメンバーが大会に参加しております。 
◇国際ロータリー2520 地区 青少年交換（短期）小委員会
副委員長 佐々木 史昭君 

 私は地区の青少年交換委員会に出向してお
りまして、来年は委員長をやらせて頂く予定
です。現在、2520 地区では 5 人の生徒を海
外に送りだしておりますが、うち 1 人を花巻
からテキサスに送りだし、花巻 RC ではテキ

サスより一人受入しております。花巻市内 3RC の持回りに
よりホームスティ一を行い、1 年が経過しようとしておりま
す。新年度もフランスへの留学を希望している学生がおり現
在準備を進めていますが、花巻 RC ではフランス人を受入す
る予定になっております。同様に市内 3RC 持回りでホーム
スティを行う予定ですが、私が最初のホームホストファミリ
ーとなります。以上が長期プログラムです。 
短期プログラムはオクラホ州に 5750 地区があり、両地区

でお互い高校生 10 人程度を 2 週間受入するプログラムを約
40 年間運営しております。現在、私が責任者で今年の 3 月
に団長として 11 名の女子高校生を連れてオクラホマに行っ
てまいりました。大変でしたがオクラホマの皆様にはお世話
になり、現在、オクラホマから 13 名の生徒さんたちが日本
を訪れております。このあと懇親会があり白石まで行って参
りますが、明日のゴルフコンペには参加致します。花巻市内
の 3RC は 2520 地区の長期、短期交換留学プログラムへ非
常に関わっております。   
青少年奉仕関連では花巻 RC として独自の奨学金制度を設

けております。ニコニコBOXから地元の花巻北高等学校へ、
各学年一人ずつ(年間 12 万円、総額 36 万円)給付型奨学金を
何十年と継続しております。今日は平塚 RC の皆様にお越し
頂き、本当にありがとうございました。 
※例会へ御参加頂いた平塚 RC10 名の皆様 
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30 人中 12 人出席      
出席率  52.1％ 前回修正 65.2％ 

◇メーキャップ  
6/6（水）オクラホマ訪問団お迎え 
佐々木史昭君、立花徳久君、阿部一郎君、吉田和洋君 
6/7（木）オクラホマ訪問団 ルンビニー美術館他 
佐々木史昭君、立花徳久君、阿部一郎君、谷村仁君、 
橋川秀治君、高橋典克君 

 
 
＜立花 徳久 君＞ 本日は平塚 RC の皆様、
ようこそ花巻へいらっしゃいました。今夜
もよろしくお願いします。コウ・シヘイさ
ん、就職活動ガンバッテ下さい。 
＜平塚 RC 会長 片野 之万 君＞平塚ロータ
リークラブ 11 名、花巻ロータリークラブ様
の例会へおじゃまさせて頂きました。一泊

２日花巻を楽しませて頂きます。宜しくお願い致します。 
＜鹿討 康弘 君＞本日は史上初の米朝首脳会談の慌ただし
い中、平塚 RC 御一行様、コウ・シヘイさん、ようこそいら
っしゃいました。本日は『ぬくまる食堂』です。メーキャッ
プになりますので、多くの皆様の参加をお待ちしております。 
＜阿部 一郎 君＞平塚 RC 片野会長他 10 名の皆様、ようこ
そ花巻にいらっしゃいました。大歓迎致します。1 泊２日の
旅程ですが、楽しんでお帰り下さい。夜もご一緒させて頂き
ますので、よろしくお願い致します。コウ・シヘイさん、寒
くなっていますので体に気を付けて生活して下さい。 
＜吉田 和洋 君＞片野会長をはじめ平塚 RC の皆様のご来
花を心より歓迎申し上げます。お伺いした際には、いつも歓
待していただきありがとうございます。ちょっと肌寒いです
が、今日、明日と楽しんでいっていただければと思います。 
＜佐々木 史昭 君＞片野会長、常盤会頭を初めとする平塚
ロータリークラブのみなさまの来訪を心から歓迎申し上げ
ます。これから益々交流を深めて参りましょう。よろしくお
願い申し上げます。 
＜滝田 吉郎 君＞平塚 RC の皆様来花ありがとうございま
す。花巻を楽しんでください。昨日我が家の上棟式が無事終
わりました。新しい家が完成するのが楽しみです。 
＜高橋 典克 君＞平塚の皆様、ようこそ花巻へ。本日、小
学校の検診のため早退となりますが、晩の懇親会には出席致
しますので、よろしくお願いします。 
 
第 3097 回例会のメニュー 
『鯛の白胡麻風味パン粉焼きタルタルソース』  
 
 
 
 

 
 
 

 

6/26(火) 菊の会合同最終例会 やぶや  

 7/3  (火) クラブ協議会 会長・幹事大委員長抱負 

 7/10(火) クラブ協議会 各委員会委員長抱負 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


