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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 3109 回例会

2018 年 9 月 18 日

12：00 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
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
□ゲストスピーチ【月間テーマ】
担当：雑誌広報委員長 谷村 繁君
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ

元花巻中学校校長

□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

たかはし

幹 事
出席委員会
BOX 委員会
三田会長

◆幹事報告

幹 事

◆10/28(日)創立 60 周年記念式典並びに祝賀会のご案内
盛岡北 RC 会長

◆北海道胆振東武地震による災害義援金のお願い

山地信行様

ガバナー事務所様

◆ハイライトよねやま Vol.222 (公財)RC 米山記念奨学会様
◆11/1(土)白石 RC 創立 60 周年記念式典のご案内

◆今後のプログラム等案内

■ 会長の時間

三田

望 君

花巻まつりも終わりました。3 日間雨となり残念でした。
関係者の皆様ご苦労様でした。セレナも楽しんだようですね。
Enjoy して下さい。
先週は大沢温泉でホット市訪問団の歓迎会を和やかに有
志で行いました。佐々木史昭君設営ありがとうございます。
来月私もホット市へお伺いし HSVRC との 5 周年、市の 25
周年をお祝いしてきます。
来週の例会は、月間テーマに因み、元花巻中学校校長や
JAICA のボランティア他を歴任された“高橋 寛”様をお迎
えしゲストスピーチとして行います。
本日は下町壽男君の会員卓話です。宜しくお願いいたします

◆本日のメニュー

かん

高橋 寛様

白石 RC 会長

◆3108 回例会
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佐久間一志様

プログラム委員会

ホテル花城

『鴨のグリル
和風ソース添え』
◆会員卓話『ハッピーマネジメント』下町壽男君
現在学校教育現場では、マネジメントと言う言葉がスタンダ
ードになっており、過去に言われたアクティブラーニングに
代わり、カリキュラムマネジメントが、トレンドになってき
ております。
ハッピーマネジメントは、下町さんの WEB を参照すると、
例えば職場でのマネジメントとして『組織化』『計画立案』
『コントロール』
『PDCA』『目標達成と評価』という、もし
かすると『受け身』『やらされ』といったディフェンシブな
イメージが浮かぶ方も。

9/25(火)3110 回『会員卓話またはゲストスピーチ②』
担当：前田 毅君でしたが、都合が合わないという事で
調整の上 『会員卓話 伊藤誠一郎君』 となります。
10/2(火) 理事会 11：00～
3111 回 12：30～ 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。

効率性重視の PDCA(生産管理)マネジメントから、教育現
場でも教員・子どもがハッピーになるマネジメント。それら
をハッピーにしていくことで、皆が元気になり社会や周囲に
貢献し、質の高い豊かな人生を送ることにつながる・・・と
ありました。

◆出席報告

出席委員会

出席率 46.4％
前回修正 67.8％

33 人中 13 人出席
◆メーキャップ
マネジメントの真髄・・・
・人をハッピーにするもの
・本来楽しいもの
・他の領域に転移・連鎖し持続可能
・個人と組織が互いの成長に貢献しあう
・長期的視点で組織の構造と改善を目指す
・本当に大切なことを本当に大切なものにする営み
それが『ハッピーマネジメント』

9/4(火)ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市民訪問団 RC 歓迎交流会
三田望君/阿部一郎君/佐々木史昭君/下町壽男君/谷村仁君
吉田和洋君/立花徳久君/橋川秀治君

9/6(木)HSVRC/巻 RC 姉妹ｸﾗﾌﾞ締結 5 周年記念
花巻北高校/ASMSA 交流支援金贈呈式
阿部一郎君/佐々木史昭君/佐藤良介君/下町壽男君/吉田和洋君

9/6(木)花巻南 RC 例会 阿部一郎君/佐々木史昭君
9/8(土)花巻南 RC 大堰川清掃 鹿討康弘君

★ゲスト：セレナさん

■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＞下町先生卓話ありがとうございました。セレ

学校でのカリキュラムマネジメントは学校が学習組織と
なって PDCA を超えて価値追及・価値創造を行い子ども・
組織・教職員の成長（ハッピー）を促進する事であり、会社
にも通じると思います。
一部下町壽男君のブログ『あなたと夜と数学と』より引用
させていただいております。
・・PR・・
今月 23 日、花巻のギャラリーBun で 13 時頃から、ハッ
ピーマネジメントのセッションを開催します。ご興味のある
方は是非、足をお運びください。

ナも来てくれてありがとう。花巻まつりは関係各位、ご苦
労様でした。来週はゲスト例会となります。
＜阿部一郎君＞祭り 3 日間雨の中ご苦労様でした。セレナ
さん花巻に慣れてきたかな？いっぱい交流して沢山友達
を作ってくださいね。
＜下町壽男君＞9/8 ｷﾞｬﾗﾘｰ Bun ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ展にﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ｽ訪問団の方にいらしていただきました。嬉しかったです。
9/14AM まで開催中です。先週は花巻北高校に HSVRC よ
り多大なる交流支援金を頂きました。校長に代わり御礼申
し上げます。3 月の交流訪問に役立てたいと思います。
＜伊藤隆規君＞雨の花巻まつり 3 日目は予定の半分で終了。
来年は晴天を祈ります。関係各位に感謝申し上げます。
※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

◆お知らせ・・
鹿討エレクト・橋川副幹事

※紙面の関係で卓話内容を割愛させていただきます。
なお、ハッピーマネジメントについては、インターネットで“ハッ
ピーマネジメント”と検索しますと、下町さんのページが出てきま
すので、ご参照下さい

◆Miss Cyrena‘ｓ(ｾﾚﾅさん) Speach

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

日本に来て 2 週間になりました。
この間いろいろなことを経験しま
した。花巻まつりも楽しかった。
綺麗で美しかったです。
日曜日 crazy-monkey(狂猿会)の
グループのお神輿にでました。
来年は帰国し見れないのが残念。
週末は橋川さんのおかげでレスリ
ング練習ができます。ありがとうございます。寒い冬は
怖いですが、スキー・スノボ・コタツが楽しみです！

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

▼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

