
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8月 RI 月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進」 
第 3106回例会      2018年 8月 28日 
クラブフォーラム【月間テーマ】 担当：鹿討エレクト 

 
 

                                                                                                   
 
◆ハイライトよねやま Vol221 (公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会様 

◆米山梅吉記念館 館報 2018 秋 Vol32 
(公財)米山梅吉記念館 理事長 積 惟貞様 

◆例会『卓話』のお願い         水沢東 RC 会長佐藤勝巳様 

 
 
 
9/ 4(火) 3107 回 慶祝・米山奨学金贈呈他 
9/ 4(火)花巻 RC・ﾎｯﾄ市来花団有志歓迎会 18：30 大沢温泉 
9/11(火)3108 回『会員卓話またはゲストスピーチ①』 
                  担当：下町壽男君 
9/18(火)3109 回 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 月間テーマ 

担当：雑誌広報委員会 
9/25(火)3110 回『会員卓話またはゲストスピーチ②』 

担当：前田 毅君 
 

 

 
 
 
 
 

■ 会長の時間                
三田 望 君 

甲子園大会 秋田金足農高の活躍素晴らしかったです。 
秋田県民や秋田出身の方は、仕事が手につかなかったのでは
なかったでしょうか。 
本日は、今月末にフランスへロータリー長期交換留学生とし
て出発する小田島碧海さんの壮行会に、お忙しいところ碧海
さんとお母さま、3 クラブの皆様や花巻北高校千葉副校長先
生、当クラブ菊の会にもお忙しいところご参加いただきまし
た、ありがとうございます。宜しくお願い致します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻『バンケット・メニュー』 

 

 

 

                               
                                          
 
 
 
花巻 RC 第 3105 回例会の後、藤田親睦委員長の司会で、 

RC 長期交換留学生(ﾌﾗﾝｽ)の小田島碧海さんの壮行会を、 
花巻南 RC・花巻北 RC と当クラブ菊の会の参加をいただ
き、合同移動例会として開催しました。 
 
≪概 要≫  
・三田会長より壮行のことば 
 
       RC 昨年度の短期交換留学プログラム 

  に 続き、長期交換留学プログラムにも 
応募して戴きありがとうございます。 
ロータリーの素晴らしい活動の一つ 
がこの交換留学プログラムです。 
 
ひとりで少し心細いかとは思いますが 
現地ホストファミリーロータリアン 
がケアをしっかりしてくれますので、 

お母様もご安心ください。 
きっと素晴らしい経験ができるでしょう。人間的にも 
大きくなって 1 年後帰国することを期待しております。 

※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 
ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 
 

◆幹事報告               幹 事 

◆本日のプログラム    進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム等案内   プログラム委員会 

◆壮行会特別メニュー 
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◆3105 回例会 

 

 

◆例会時程 試行開始 のお知らせ             

幹 事 
三田会長の提案により 8/7 理事会にて決定し、 
本日より試行となっております。 
■食事時間 12：00 よりお食事いただけます。 

※月初理事会は 11：00 より 
■例会   12：30 より開会致します。13：30 迄 
※今まで通り 12：30 においでいただき食事を取りなが
らの、例会出席でも大丈夫です。 
■試行理由：ゲストスピーチ等の時間を増やし、お話しの
内容を深めていただきたい。 
■試行期間：概ね 2 ヶ月程度を考えております。 
“いいね！”が多ければ、継続したいと思っています。 
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

◆小田島碧海さん壮行会(３RC/菊の会合同) 
司会：花巻 RC 藤田親睦委員長 

※米山奨学生コウ・シヘイさんは 8 月中も、東京滞在にて  

就職活動の為、奨学金贈呈式は 9 月初めに行います。 

 

 

■12：00 より順次お食事をおとりいただけます 

□12:30 開会点鐘           三田会長 

□ロータリーソング斉唱 

□本日のゲスト・ビジター紹介     幹 事 

□本日のプログラム・メニュー紹介   親睦委員会 

□会長の時間              三田会長 

□クラブフォーラム        担当：鹿討エレクト 

 月間テーマ【会員増強・新クラブ結成推進】に因み 

  

□幹事報告および委員会報告      幹 事 

□出席報告               出席委員会 

□ニコニコボックス          BOX 委員会 

□13：30 閉会点鐘           三田会長 
 

□お造り盛合せ（鮪/烏賊/蛸/甘海老）□烏賊のｵｰﾛﾗｿｰｽかけ 

□酒肴（玉子焼/鰆西京/枝豆/ｵｸﾗ胡麻和）□ミニ肉まん 

□海老と揚げ鶏のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ炒め□鶏天・帆立天・山椒餡 

□麻婆焼きそば  以上 料理 6 皿、ドリンク（ﾜｲﾝ含む） 

 

  



・ご挨拶  
・花巻北高校 千葉副校長様 
日頃より大変お世話になって 

おります。この度も小田島碧海 
さんの長期交換留学にあたり、 
選考からお世話になりました。 
今後とも温かく本校・碧海さん 
を見守っていただければと思い 
ます。 
本人にとってかけがえのない経験とればと思っており 
ます。 
 
続いて激励のことばを 3 名よりいただきました。 
・国際青少年奉仕短期交換委員長 佐々木史昭君 

  前回短期交換 PG でオクラホマへ引率する機会があっ
てからのお付き合いでしたが、今回無事に長期へも合格さ
れて良かったと思っています。皆から可愛がられる性格と
思いますし、この短期のプログラムで非常に成長した一人
とも思います。短期・長期と一人が続けて二つのプログラ
ムへと選ばれるという事は非常に難しい事なのですが、見
事に乗り越えてくれました。地区の代表として派遣されま
す。楽しんで素晴らしい経験をされ一年後帰国されること
を期待します。帰国した後も、岩手と関わって活躍をして
欲しいものと思います。いってらっしゃい。 

・花巻南 RC会長 鎌田定悦君 
私も大学時代にフランスへ行った経験があります。大変
勉強になったことを思い出します。 

この経験が仕事にも活きています。異文化を経験し、日
本を外から見分を広める貴重な体験が将来にいきてくる
と思います。今から帰国一年後が楽しみです。体に気を
付けて素晴らしい経験をしてきてください。 
 
・花巻北 RC会長代理 鎌田憲幸君 
フランス留学をされ社会勉強に果敢に挑戦される志と勇
気は素晴らしい事です。ご家族もご心配かとは思います
が、ホームステイ先は、奉仕の精神に満ち溢れたロータ
リアンですので、フランスの自由・平等・友愛の国で多
くのことを吸収しこの先の人生の糧になり幸多いことを
期待します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
引き続き留学支援目録を 
滝田社会奉仕大委員長より贈呈 
致しました。『このお金は、 
3 ロータリーの活動資金より 
出させていただいております。 
有意義に使ってください』 
と言葉を添えて贈呈。 

 
御礼のことば、 
小田島利恵様(碧海さんお母様)、 
小田島碧海さんより頂きました。 
この留学に至るまでに様々な 

準備が沢山あり、長期留学にも 
行かせていただける事になりまし 
た。フランスでは何事にも努力を 
怠らずに頑張ってきます。 
相手との連絡も英語ですが、皆様のご支援をいただきこ
こまでくることができました。出発日も決まりました。
これからの 11 か月間には辛い事もあるかもしれません

が、笑顔を忘れずにしっかりと頑張ってきます。 
ありがとうございました。 
 
と、希望に満ちしっかりとしたお話しと感謝のことばを
戴きました。 
 
鹿討エレクトの乾杯で、和やかにスタート。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歓談では各クラブ参加ロータリアンや菊の会の方より暖
かい励ましの言葉が、碧海さんへ寄せられました。 
和やかに歓談した後は、立花直前会長の中締めにより、
おひらきとなりました。 
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 
 

☆彡碧海さん、気をつけていってらっしゃい！☆彡 
 

 
 
 

32 人中 14 人出席          
◆メーキャップ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
＜阿部一郎君＞碧海さん体に気を付けてフランスを大い
にエンジョイして来てください。来年は一回り大きくな
った姿をロータリーメンバーに見せてください。活躍を
期待してます。 

＜吉田和洋君＞碧海さん体に気をつけて 1 年間楽しんで
きてくださいね。 

※一部文面を要約させていただいております。ご了承下さい。 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
◆ご披露 
新しい花巻 RC バナーデザインが完成しました。 

三田会長監修 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告 出席委員会 

 

8/8(水)花巻北 RC 例会 佐々木史昭君 

8/8(水)2018-19 花巻市内３RC 会長幹事会 

三田望君/阿部一郎君/鹿討康弘君/佐々木史昭君 

8/9(木)ぬくまるアカデミー 於：まなび学園 

三田望君/阿部一郎君/鹿討康弘君/橋川秀治君/谷村仁君/吉田和洋君 

※この他、橋川君/谷村君/吉田君奥様/吉田君娘さんにもお手伝い頂 

きました。ご協力ありがとうございます。 

編集制作【クラブ会報委員会】 
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

出席率  57.1％ 
前回修正 60.7％ 

 

 

 

 

 

   

 


