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2018 年 9 月 25 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)

進行：会場監督 S.A.A

◆本日のプログラム

□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

三田会長
幹 事
親睦委員会
三田会長
伊藤誠一郎君

※前田毅君が年間予定でしたが変更となります。

□セレナによる『フランス』のプレゼンテーション
□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

◆幹事報告

幹 事

◆10/27(土)友好都市十和田訪問市民ツアーのご案内
花巻市友好都市交流委員会

会長佐藤良介様

◆平成 30 年度市民憲章運動実践活動表彰に係る被表彰候者
の推薦について(お願い)
花巻市市民憲章推進協議会

会長

三田

望様

◆11/22(土)国際親善交流会ご参加(米山奨学生派遣)のお願い
岩出山 RC 会長

◆今後のプログラム等案内

小埜寺敏文様

プログラム委員会

★10 月月間テーマ『経済と地域社会の発展月間』★
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)

◆3108 回例会

2018-2019年度
会 長：三田 望
幹 事：阿部一郎
会長エレクト：鹿討康弘
例会日：毎週火曜日12:30~13:30
会場：ホテル花城 0198-22-2333
事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町10-27
花巻商工会議所内 0198-41-1133
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■ 会長の時間

三田

望 君

12：00 から昼食というスタイルも、
少しずつ定着してきたのかなと思って
います。先日は鹿討エレクトのお義母様
のご葬儀に参列させていただきました。
喪主である奥様のしっかりとしたご挨拶に
感服致しました。ご冥福をお祈りします。
先週は、温泉のはしごをしてきました。
最初は、かみのやま温泉の月岡ホテルに
泊まりましたが、有名な温泉街はどこも厳しい状況下との社
長さんのお話しでした。ここも同様だそうです。
はたからみると施設も含め素晴らしいのですが、内情は団体
客が減って厳しいとの事でした。外国人客は多かったのです
が、それでもそんな状況なのかと痛感させられました。
次の日は郡山市内のなりた温泉と聞きなれない温泉に行
きました。田んぼの中に温泉ボーリングして作った温泉レジ
ャー施設でした。郡山市内には何ヶ所かあるそうで、料金も
安く、これでは温泉地に行く人も減るのかなと思いました。
さて今月の月間テーマに即し、今日は東南アジアに目を向
けられ、JAICA でも活動し、草の根の国際交流をしてこら
れた元花巻中学校校長の高橋寛先生をお迎えし、経験からの
ご講話をいただきます。宜しくお願い致します。

◆ゲストスピーチ

担当：谷村繁雑誌広報委員長

元花巻中学校校長 高橋 寛様
9 月は基本的教育と識字率向上月間ならびにロータリー
の友の月間となっております。識字率の向上が生活水準、暮
らしの良し悪しに影響することを、ロータリアンは認識する
よう奨励されています。本日の講師 高橋寛先生のプロフィ
ールは資料をご参照ください。
・・・（谷村委員長）

高橋 寛先生ご講演要旨

ホットスプリングス市訪問中

花巻 RC・HSVRC 姉妹ｸﾗﾌﾞ締結 5 周年/市締結 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。

私のささやかな体験を、このような所でお話しをさせてい
ただけますこと光栄に存じます。
私の体験 3 つと、その
3 つから思いつく国際化
時代についていくつか提言
させていただきます。
国際化時代を考える
Think globally
Act Locally です。

10 年前 JAICA の派遣で農業国で絶対的貧困の国(1＄/日)
と言われるカンボジアに派遣されました。世界人口の 18％
が、この層に含まれているのが現実です。そのカンボジアプ
ノンペンで、児童 164 名の幼稚園教育の指導が任務でした。
私がここで理解したのは２つ、
『貧困は全ての諸悪の根
源』
『文化の進出は決して行ってはいけない』相手の文化を
尊重しつつ日本の技術で補完する姿勢が肝心。
震災ボランティア活動です。岩手の子供たちが置かれてい
る状況です。岩手の子供たちはグローバルな状況に置かれる
こととなった。長州 five ｼﾞｭﾆｱになった自分の故郷を知り世
界に羽ばたく『世界を知って故郷につくす』という自主性が
これからは必要。これからの国際化時代を花巻が生きようと
するならば小学生時代の海外交流経験が必要であるし、自分
の故郷を知ることが大前提になる。
民間で様々なルートで国際交流をすることは非常に有意
義で官主導ですることは意義が薄い。行きたいという自主性
を重んじ、その人の思いを帰国後に尊重することに意義があ
る。
全ては『Think globally Act Locally』若い世代の感性を
生かせる国であるかが今後の世界のリーダーシップとなり
える可能性を秘めている。花巻が交際化を提唱するのであれ
ば小学生時代の経験が必須と思う。それに加え今の日本を戦
後から立ち上げた世代の憲章も必要ではないかと。
自主性を持って留学を志望する子供たちに、民間で様々な
ルートで国際交流を進めることは、これからの新しい日本の
作る世代に必要なこと。行政主導ではない。しかし行って終
わりではない。上手にやってもらう環境づくりが大切。
最後に 世界規模で物事を考え、足元で行動する。
純粋な日本人こそ最高の国際人になれ。それを忘れてはいけ
ない。そう思います。ご清聴ありがとうございました。
♠三田会長より
草野根の交流といいますか、ただ行ったり来たりの交流で
はなく、何を得て帰ってきて、それをどう活かすか！相手に
も何をどうやって伝えるかが大事であると思います。
来月ホットスプリングス市へ交流に行くのですが、ロータ
リーを通じても国際交流、国際奉仕ができるような意識、情
報を持ち帰れるよう勉強していきたいと思います。
本日はありがとうございました。

◆出席報告

出席委員会

出席率 57.1％
前回修正 64.2％

33 人中 16 人出席
◆メーキャップ
9/11(火)ぬくまる食堂

阿部一郎君・鹿討康弘君・谷村仁君・橋川秀治君

9/13(木)花巻南 RC 例会

佐々木史昭君・下町壽男君

■ニコニコ・ボックス紹介

ﾆｺﾆｺ・ﾎﾞｯｸｽ委員会

＜阿部一郎君＞高橋寛先生スピーチありがとうございます。
益々お若く精力的な姿に感動しました。活躍をご祈念しま
す。ニッポン放送で花巻の方の投稿で、『ぬくまる食堂』
が紹介されていました。
＜三田 望君＞月間テーマに因んで高橋寛先生にご講話い
ただきました。日本の子供たちは恵まれた境遇と自覚して
もしいものです。
＜佐々木史昭君＞先週はセレナを橋川君に種市ﾚｽﾘﾝｸﾞｷｬﾝ
ﾌﾟに連れて行ってもらい本人は大変喜んでいました。12
月も行きたいとか。皆様、セレナにとって良い経験を宜し
くお願い致します。
＜鹿討康弘君＞この度は義母の葬儀にあたりたくさんのご
供物賜りありがとうございました。喪主を務めた妻の愛情
あふれたお礼の挨拶に感動しました。
＜稲田典之君＞鳥谷ヶ崎神社例大祭に際し多くの皆様にご
芳志賜り誠にありがとうございました。
※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
セレナ 専大北上高校レスリング練習

◆委員会報告
♡セレナの状況

佐々木史昭君
先週末、橋川君と種市高校でレスリング合宿に行かせてい
ただき、とても楽しかったようで、レスリング魂に火が付い
たようです。今日は、吉田君に専大北上高校レスリング部の
練習へ連れて行っていただけるという事で、ありがとうござ
います。
来週は、例会に於いてセレナからフランスのプレゼンをし
てもらう予定ですので、よろしくお願いします。
10 月 20 日、21 日と RYLA の研修で声がかかっています。
27 日、28 日は交換学生研修が福島であります。クラブでど
なたかアテンドできる方がおりましたらお願いしたいと思
います。

◆本日のメニュー

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

ホテル花城

『春巻揚げ・カキフライ
イカ磯部揚げ盛合せ』

▼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

