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9 月 RI 月間テーマ「基本的教育と識字率向上月間」
11:00～ 9 月理事会
12:00～ 昼 食

第 3107 回例会【月初め】

2018 年 9 月 4 日

進行：会場監督 S.A.A

◆例会プログラム

花巻ロータリークラブ

□12：30 開会点鐘
三田会長
□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから
一.真実かどうか
一.みんなに公平か
一.好意と友情を深めるか
一.みんなのためになるかどうか
□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
□慶 祝
□米山奨学金贈呈式
三田会長
～就職活動状況等スピーチをいただきます～
□長期交換留学生セリーナさんご紹介
佐々木史昭君

□『慶祝者スピーチ』
□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・ボックス紹介
ニコニコ・ボックス委員会
□13：30 閉会点鐘
三田会長

◆幹事報告
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お話を聞けるメリットがあり楽しみにしております。
先日、まなび学園で「ぬくまるアカデミー」が多くの関
係者の協力のもと開催されました。30 人以上の子供達が
アイスクリームづくりに楽しそうに挑戦しました。ぬくま
る食堂の輪がスタートから確実に広がりを見せ、うれしく
思っております。ロータリーとしても、真剣に取組みなが
ら活動を育てていきたいと思います。核となるのは鹿討エ
レクトですが、皆で応援して取組んでいこうと思っており
ます。
先日、ユネスコの全国大会が函館で開催され、テーマの
ひとつに縄文文化が取り上げられました。現在、ユネスコ
では北海道の南と東北北三県をエリアとした縄文遺跡を
遺産登録にしたいということで動いております。縄文文化
は 1 万 3 千年位前から 3 千年位前まで続いた世界でも稀
な長い文化であります。特に青森の三内丸山遺跡の発掘は
縄文時代の印象を大きく覆したと思います。
縄文文化は調べれば調べるほど興味が湧いてきます。当
時の方々がどのようにして家族を養い、集落を形成し、生
活をしていたか、縄文浪漫として思いを馳せ、興味が湧い
てまいります。これから、縄文時代の遺跡が脚光を浴びる
ことがあれば、我々もびっくりするような文化に触れる機
会があると思います。楽しみにしております。

◆本日のメニュー
ﾎﾃﾙ花城

『炙り鶏のピリ辛ソース』

幹 事

◆2017-18 ロータリー第 2520 地区
◆9 月の RI レート 1 ドル＝112 円

地区大会レポート
ガバナー事務所

国際ロータリー日本事務局
盛岡中央 RC 会長 鷹場羽金司

◆クラブフォーラム
『会員増強、新クラブ結成月間に因み』鹿討エレクト

今日から 12 時より食事が出来、
12 時 30 分スタートのフルタイム例
会となりますが、記念すべき第 1 回
9/4(火)花巻 RC・ﾎｯﾄ市来花団有志歓迎会 18：00 大沢温泉
目が私の当番ということで感謝して
9/6(木)花巻市国際交流協会主催 ﾎｯﾄ市来花団歓迎会
おります。
花巻市ﾎｯﾄ市姉妹都市締結 25 周年
ﾎﾃﾙ紅葉館
会員増強につきましては、日本生
9/11(火)3108 回 会員卓話またはゲストスピーチ①
命の川口さん、リコーメディカルの高橋さん、待望の女
担当：下町壽男君
9/18(火)3109 回 クラブフォーラム担当：雑誌広報委員会 性会員としてアクサ生命の藤原さんに入会頂き、3 名の
会員増となっております。今年度は 5 名、ウチ 2 名以上
9/28(火)3110 回 会員卓話またはゲストスピーチ②
担当：前田 毅君 の女性会員増を目標としておりますので目標達成にむけ、
皆様のご協力をお願いいたします。
※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
私が思う会員増強とは、クラブ奉仕活動、社会貢献活
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。
動を積極的に行なうことによって魅力あるクラブをつく
◆3106 回 例会の概要■
り、そして魅力あるクラブを皆様に周知することによっ
て、ロータリークラブに入会し一緒に活動してみたいと
■会長の時間
三田 望 君
思う仲間を増やすことが理想であります。以上のような、
□概要
今日から 2 カ月位の施行ということ お誘い方を実践して参りたいと考えております。特に 1
で、12 時食事スタートの例会が始まり 年未満の早期退会の会員の方々には、しっかりとクラブ
ました。ゆっくりと余裕を持って進め 方針の説明を受けずに入会したケースもあると思います。
これからは、会員増強、現会員の拡充には、奉仕の精
ることができ、飛びいりでいろんな人
のお話も聞け、また、ゲストがおいで 神をもって社会活動を皆で実践していきながら、素晴ら
の際は十分に時間が取れ、しっかりと しいクラブであるなと感じてもらいながら、会員増強に
◆クラブ創立 30 周年記念誌

◆今後のプログラム

プログラム委員会

繋がれば良いなと思っております。
時間がありますので、少し「ぬくまる食堂」について
お話させて頂きます。今日で 7 回目の「ぬくまる食堂」
が開催されます。メニューはチキンカレーです。着々と
協力の輪が広がっており、平均 14、15 名の子供達が参
加しております。
先日、開催された「ぬくまるアカデミー」も、非常に
盛況でした。夏休みの自由研究にも役立ったようです。
冬休みも楽しいテーマで「ぬくまるアカデミー」を開催
したいと考えております。皆様の物資両面でのご協力を
お願いいたします。

しています。先日のファイャーサイドミーティングも大変
有意義でした。ジャンゴさんには破格の協力を頂きました。
＜鹿討康弘君＞本日から試験的ではありますが、三田会長肝
いりで食事が 12:00 からいただけることになりました。
12：30 から 1 時間、フルタイムで内容の濃い例会になる
ように運営につとめたいと思います。本日、第 7 回目の「ぬ
くまる食堂」です。メニューはチキンカレーです。皆さん、
どうぞおこし下さい。
＜阿部一郎君＞暑さも峠を過ぎ、花巻まつりに向って忙しく
なってきていると思います。これからは夏バテの時期です。
体には充分気を付けて過ごして下さい。週末には福岡より
おいが遊びに来ました。子供をつれて来たのを見て、阿部
◆下町 壽男 君 から 皆さんへご報告
家はいつ孫が出来るかと思いましたが、これだけは、娘の
意向ですのでどうなるものかと思っています。
少し、お礼と宣伝をさせて頂きます。
＜橋川秀治君＞三田年度の新しい試み、伝統の花巻 RC はこ
明日から、セレナ・ラムダニさんが登
うした試みの積み重ねの賜なのだと感じました。先週末、
校します。意欲的で何事にも積極的な
八甲田できのこ鑑定員検定を受けて来ました。丁度、きの
生徒さんです。部活動も野球を初め、
こが少なく、レアきのこが多くて、結果は散々でしたが、
ソフト、柔道等、あらゆる部活に挑戦
初めて天然の舞茸をゲットし、天ぷら吸い物で頂きました
したいようです。火曜日には例会にも
が、香りと歯ごたえが最高でした。
連れてまいりますので、宜しくお願いいたします。セレ
＜笹木賢治君＞誕生日プレゼントありがとうございました。
ナさんは 1 年Ａ組配属となりますが、二人の女子生徒が
＜伊藤誠一郎君＞誕生日祝ありがとうございます。いつま
サポートします。一人が藤舘さんという生徒で碧海さん
で続くかわからないですが、禁煙中です。3 カ月経過しま
と同じく長期交換留学を希望しており、明日、本校で面
した。
接が行われます。楽しみにしております。私はセレナさ
＜谷村 仁＞先週の土曜日のファイヤーサイドミーティン
んとフェイスブックでやり取りを行っておりますが、こ
グに参加しましたが、鹿討さんの「じゃんご」でたくさん
れからも英語の勉強を継続したいと思います。
ごちそうになり、ありがとうございました。今日はぬくま
少し宣伝をさせて頂きます。9/1～9/14 まで、
「ホット
る食堂と花巻まつり実行委員会総会があるので途中で退
スプリングスと花巻四半世紀の絆展」をギャラリーＢｕ
席します。
ｎ（花巻市円満寺）で開催致します。多くの方々の協力
＜下町壽男君＞明日から、フランスからの留学生セレナさん
を得て展示会の企画を進めておりますが、25 年前提携時
が本校に通います。ロータリアンの皆さんに今後ともお世
の市長メリンダ・バランさんも訪れるとのことです。ま
話になることと思います。どうぞよろしくお願いいたしま
た、9/8 のお昼頃、同市の訪問団がギャラリーＢｕｎを
す。9/1～9/14 ホットスプリングス展を花巻円万寺のギャ
訪れます。皆様にも足を運んで頂ければありがたいです。
ラリーＢｕｎで行います。9/8 の 12：00 頃から、ホット
もう一つ宣伝させて頂きます。明日、本校の卒業生で
スプリングス訪問団の方々も訪れると思いますので、是非
マルカンプロジェクトを立ち上げた大江さんが、友達３
皆様もご来場下さい。
人と本校を訪れます。ディスカッションをしたいという
＜藤田勝敏君＞鹿討エレクト、土曜日開催のファイャーサイ
事なので、宜しければ皆さんもお越し下さい。
ドミーティングでは、いたれりつくせりの対応、ありがと
次に 9/15～30 まで、友人のイラストレーター古谷さ
うございました。特にカツ煮が美味でした。これからも、
んの展示会を企画しております。その際、9/23 にマネジ
ご利用させて頂きます。

メントに関する研修会「ハッピーマネジメント」を開催
します。社長さんの皆様方に、ご出席頂ければありがた
いです。
※最後に下町先生から断食の話がありました。下町先
生は断食のマイスターを取得しており、興味のある方は
直接下町先生にご相談下さいとのことです。

◆出席報告

出席委員会

32 人中 15 人出席

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。

◆9 月

慶 祝

おめでとうございます！(敬称略)

《会員誕生》上田穣・立花徳久・小山田泰彦・高橋利美
《年バッジ》伊藤隆規(6 年)・小山田泰彦(3 年)
《夫人誕生》---《結婚記念日》記念日当日にケーキお届けします。

出席率 55.5％
前回修正 70.3％

メーキャップ
8/25(土)ファイヤーサイドミーティング
三田望君、阿部一郎君、鹿討康弘君、伊藤隆規君、立花徳久君
谷村仁君、川口悟君、藤田勝敏君、藤原喜子君

笹木 賢治君（8/22）

下町 壽男君（在籍 1 年）

8/26(日)2018-19 年度青少年交換来日生ホストファミ
リー引き渡し式 佐々木史昭君

■ニコニコ・ボックス紹介
ニコニコ・ボックス委員会
＜三田 望君＞先日は花巻北高小田島碧海さんの壮行会、あ
りがとうございました。一年間の研修が実り多きものになる
事を期待しております。12:00 食事スタートの例会が始まり
ました。少々勝手が違いますが、まずは楽しくなる事を期待
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