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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」

第 3108 回例会

◆3107 回例会

■ 会長の時間

2018 年 9 月 11 日

12 時より昼食をお取りいただけます。
12：30 より通しで例会を進行致します(昼食 OK です)

◆本日のプログラム

進行：会場監督 S.A.A

□12:30 開会点鐘
□ロータリーソング斉唱
□本日のゲスト・ビジター紹介
□本日のプログラム・メニュー紹介
□会長の時間
□会員卓話
『ハッピー・マネジメント』
□幹事報告および委員会報告
□出席報告
□ニコニコ・ボックス
□13：30 閉会点鐘
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幹 事
親睦委員会
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下町壽男君
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BOX 委員会
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◆幹事報告

幹 事

◆花巻市友好都市交流委員会情報誌『ひと花』第 14 号配布
花巻市友好都市交流委員会会長

9/18(火)3109 回 クラブフォーラム

三田

望 君

今日はゲストが多くて賑やかで嬉しい限りです。セレナさんは、
例会デビューとなりました。快活で明るく元気な方だなというのが
第一印象です。一年間楽しみです。よろしくお願いします。

先日花巻北高校さんの派遣留学エントリーの生徒さんの
面接をしてまいりました。応募した皆さん素晴らしい受け答
えで驚きました。
先週末は、市民憲章の全国大会を花巻で開催し、全国から
200 名程の方に来花いただき、基調講演として花巻出身宗教
学者の山折哲雄さんに『宮沢賢治の銀河宇宙とまことの草』
というテーマで、柳田國男と宮沢賢治の繋がりや、共通点・
時代背景を中心に素晴らしいお話しを頂きました。懇親会で
は・・・私、風の又三郎に扮し皆様をお出迎えさせていただ
きました。自分の姿を高橋豊さんにスマホ写真で見せられ
・・・。おもてなしの精神で務めさせていただきました(^^)

◆本日のメニュー
ホテル花城

『金目鯛唐揚げ
カニあんかけ』

佐藤良介様

◆以下、ガバナー事務所様より
・ガバナー(ｶﾞﾊﾞﾅｰ/ﾉﾐﾆｰ)候補者の推薦依頼について
・ﾎﾟﾘｵ撲滅支援企業の募集について
・9/30(日)ロータリー米山記念奨学会研修会のお知らせ
・10/14(日)クラブ/職業/社会奉仕委員会合同セミナー開催
のご案内

◆今後のプログラム等案内
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プログラム委員会
月間テーマ他

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』

◆コウ・シヘイさん就活報告
こんにちは！私の就活もそろそろ終盤
です。暑い東京で忘れられない思い出と
なりました。今は結果待ちです。その後
最終面接となります。もっとビジネス日
本語能力を高めるため日々研鑽してい
ます。残り半年いい結果思い出、そして
報告ができるように頑張ります。

担当：前田 毅君

10/2(火) 理事会 11：00～
3111 回 月初め慶祝
米山奨学金贈呈/コウ・シヘイさんスピーチ他
年間プログラムに入っておりませんでしたが、9 日
例会と交換いたします。ご了承ください
10/4(木)～10(水)

ホットスプリングス市訪問中

花巻 RC・HSVRC 姉妹ｸﾗﾌﾞ盟約 5 周年/市提携 25 周年
三田会長・阿部幹事・鹿討ｴﾚｸﾄ他 不在となります。

10/9(火)臨時休会 三田会長他 9 名ホット市訪問中
10/16(火)3112 回 ホットスプリングス市訪問報告
※年度予定表を確認いただき、クラブフォーラム担当委員会、
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。
早めの対応をお願いいたします。

◆ロータリー長期交換留学生
Miss Ramdani Cyrena さん紹介

担当：佐々木史昭君、ｶｳﾝｾﾗｰ：上田穣君/高橋典克君

佐々木史昭君：先週末来日し研修をして、日曜日に花巻にきて、
佐々木家に参りました。花巻での手続きを種々済ませ、いよいよ
長期ホームステイスタートになります。よろしくお願いします。

こんにちはセレナです。フランスから
来ました。17 歳です。フランスは 8
月が学年の変わり目で、1 年後にはソ
ルボンヌ大学へ入学予定です。
フランス語ですが、英語も話せます。
日本に来れてとても嬉しく感謝してい
ます。水曜日から花巻北高校に通って
います。レスリングと陸上ですが、い
ろいろ経験したいです。いろんな日本
食も食べたいです。よろしくお願いし
ます。

◆ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市より姉妹都市提携 25 周年記念の訪問団
が来花され有志歓迎会が楽しく開催されました(4 日)

下町壽男君：日本語がみるみる上達し驚いています。花巻北高校
が国際意識を持てるチャンスにもなると思っています。
【カウンセラー】
高橋典克君：1 年間しっかりサポートして参ります。
上田 穣君：語学力が素晴らしいと思いました。
一年間よろしくお願いします。

花巻 RC 主催

ホット市訪問団歓迎会

大沢温泉

◆慶祝者スピーチ 会員誕生：上田君・立花君
結婚祝い：藤原君ご夫妻

＜上田君＞65 歳です。今日は昔を思い出してドキドキしました。
歳をとったなりの楽しみ方をしていきたいと思います。

＜立花君＞還暦を 1 歳過ぎましたが、実感はありません。ジャズ
とクラシックを聴きにフランスへ行ってみたいと思っています。

＜藤原君＞21 年前に前職場で出会い結婚しました。息子は
20 歳になり今年就職しました。

◆出席報告

出席委員会

33 人中 17 人出席
◆メーキャップ

出席率 62.9％
前回修正 66.6％

花巻 RC 出席者【敬称略】
三田会長・阿部一郎・佐々木史昭・立花徳久・下町壽男
高橋 豊・橋川秀治・吉田和洋
【来賓】上田市長・小原議長・佐々木副市長
ホット市市民訪問団 26 名他

8/29(水)青少年長期/短期留学生花巻北高等学校にて面接
三田望君/阿部一郎君/佐々木史昭君/下町壽男君
9/1(土)市民憲章運動推進第 53 回全国大会花巻大会
三田望君/浅沼幸二君/高橋豊君/佐藤良介君

◆花巻 RC と HSVRC 姉妹クラブ
盟約 5 周年事業(6 日)

★ビジター：北上和賀 RC 高橋嘉信君

■ニコニコ・ボックス紹介

ﾆｺﾆｺ・ﾎﾞｯｸｽ委員会

＜三田 望君＞セレナ・ラムダ二さん、ようこそ日本へ、そ
して花巻へ。花巻北高で思う存分日本の学生生活を楽しん
で下さい。体調には気を付けて下さいね。
花巻 RC と HSVRC の姉妹クラブ盟約 5 周年を記念し、県立
＜阿部一郎君＞セレナさん、ようこそ花巻に。日本での一年 花巻北高校と ASMSA 校との交流支援金が、HSVRC より同
間充分に Enjoy して下さい。コウ・シヘイさん 8 月の東 校同窓会を通じ贈呈されました。
京生活どうでしたか？就活も最終段階。もうひと踏ん張り。
出席者【敬称略】
＜上田 穣君＞今日は私の 65 歳の誕生日。思いがけず制服 □花巻 RC：阿部幹事・佐々木史昭・吉田和洋
姿のセレナさんの隣で BerryHappy！
□HSVRC：ポール・ブライズ □ASMSA：コリー校長
50 年前を思い出します。制服良くお似合いですよ。
□ホット市市民訪問団：パット市長他
＜立花徳久君＞誕生祝いありがとうございます。還暦過ぎて □花巻北高校：菅野校長・千葉副校長他
1 才の可愛い盛りです。セレナさんようこそ。1 年間楽し □同校同窓会：佐藤良介会長(花巻 RC)、酒井副会長
く過ごしましょう。コウ・シヘイさんガンバって！
□RC 交換留学生：セレナさん
＜吉田和洋君＞セレナさんの交換プログラムのスタートを
他
歓迎致します。1 年間花巻・岩手・日本を楽しんで下さい。 ◆お知らせ・・鹿討エレクト・橋川副幹事
＜佐々木史昭君＞セレナさんようこそ花巻へ。1 年間の留学
歓迎します。最初佐々木家にホームステイとなりますが、 ロータリーの友 9 月号に IM 花巻『包括的子ども食堂』
についての特集が掲載されております。
橋川君監修
日本語をしっかり習得し有意義な経験ができるよう支え
て参ります。皆様のご協力もお願い致します。
＜高橋典克君＞新病院開院してから外来患者さん 100 人を ◆ご披露
超えました。今後とも宜しくお願い致します。
新しい花巻 RC バナーが完成しました。三田会長監修
＜橋川秀治君＞本日はセレナさんを迎えての例会。日本での
思い出作りのサポートができればと思います。皆様も是非
ご一緒にどうですか。
＜鹿討康弘君＞北上 RC 高橋嘉信さんお久しぶりです。コ
ウ・シヘイさんご多用の中ありがとうございます。セレナ
さんようこそ花巻 RC へ。楽しんで下さい。花巻 RC 会員
全員で歓迎します。
編集制作【クラブ会報委員会】
※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

委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏
AD 橋川秀治・鹿討康弘

▼この度の北海道胆振東部地震により被災された皆様へお
見舞いとお悔やみを申し上げます。一日も早い復旧復興を
ご祈念申し上げます。
花巻ロータリークラブ

