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第 3112 回例会

2018 年 10 月 16 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
□米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん

三田会長
幹 事
親睦委員会
三田会長
三田会長

コウ・シヘイさんスピーチ

□クラブフォーラム
三田会長他
『ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾋﾞﾚｯｼﾞ RC 姉妹ｸﾗﾌﾞ締結 5 周年訪問報告』
□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

◆幹事報告

幹 事
出席委員会
BOX 委員会
三田会長
幹 事

◆10/21(日)米山記念奨学会研修旅行の開催について
◆米山記念奨学生卓話（スピーチ）について
ガバナー事務所様
◆10/29（月）10/30（火）企業×NPO 岩手交流会
特定非営利活動法人いわて連携復興センター様
◆11/10(土)2018-19 年度国際ロータリー2520 地区
会員増強・公共イメージ向上セミナーの開催のお知らせ
ガバナー事務所様
◆中学生向け英会話教室
釜石東 RC 様
◆盛岡いのちの電話広報 117 号の送付について
社会福祉法人 盛岡いのちの電話 理事長 金澤 弘幸様
◆わくわくどきどきサイエンスショーご案内
米村でんじろうサイエンスプロダクション様
◆入会案内「ロータリークラブへお入りになりませんか？」
（冊子）のご案内
RI 第 2520 地区女性会員活性化委員会
委員長 山口淑子様
◆11/19（月）平成 30 年度岩手県留学生交流推進協議会
総会の開催について
岩手県留学生交流推進協議会会長 岩手大学長 岩渕 明様
◆ハイライトよねやま Vol.223
（公財）ロータリー米山記念奨学会様

◆今後のプログラム等案内
10/23(火)3113 回

Web

プログラム委員会

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 月間テーマに因み
担当：社会奉仕委員会 滝田委員長
10/30(火)3114 回 会員卓話
担当：菊池倫実君
11/ 6(火) 3115 回 慶祝・ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 月間テーマに因み
担当：ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
11/13(火)3116 回 菊の会合同 ♬【音楽夜例会】♬
担当：立花徳久君

11/20(火)3117 回
11/27(火)3118 回
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会員卓話またはゲストスピーチ
担当：戸来昭浩君
会員卓話またはゲストスピーチ
担当：谷村 仁君

※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。

◆3111 回例会

■ 会長の時間

三田 望 君
北上西 RC の例会に鹿討エレクトと行ってきました。
いくつか違う点があったのですが、たまたまメーキャッ
プは私ども 2 人、北上和賀 RC が 1 人、水沢東 RC3 人で
した。水沢東 RC は周年の御礼でした。北上西は今月 50
周年ということでした。微妙に雰囲気や会場配置も違い
ました。例会の中でお時間を取っていただき、ぬくまる
食堂について少しお話しをさせていただきました。水沢
東 RC の会長さんが周年御礼の後に会員拡大について 10
分位持論を展開・・・他クラブでの話題としてどうかな？
とは思いました。皆様も様々なクラブへお出かけになっ
てみれば・・と思います。
ロータリーの学友会へも行ってきました。そこで石鳥谷
出身の元 RC 派遣生の佐藤寿美子さんのミニコンサート
も聞くこともできました。
さて、小田島碧海さんからのレポートが届いておりまし
た。
フランスでは英語、スペイン語と 3 か国語を使い分ける
のが普通のようです。授業も教科書の 1 つのテーマを皆
でディスカッションしたりと、考えさせる授業がスタンダ
ードとのことでした。碧海さんは将来、教育の仕事がした
いようですので、フランスでの学びは自分にとってプラス
になっているそうです。クラスメート、同級生、ホストの
皆さんにとても良くしていただき馴染んでいるようで、な
によりと思いました。
セレナも、積極的ですごく良いと思っております。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『さんま塩焼き』

◆セレナ

１０月おこづかい贈呈

〈セレナさん〉
1 か月になりました。その間
いろいろ行くことができました。
種市高校、仙台とか。富士大学で
柔道の練習もしました。少し難し
かったけど、強い人がいて楽しか

った。花巻南高校へも行きフランス語クラスを手伝いま
した。南高校でお話しできて楽しかったです。
友達もできました。ありがとうございます！
〈佐々木史昭君〉セレナの富士大学での柔道の件では、
商工会議所の山本さんにご紹介いただきました。その関
係で柔道の佐々木道場へも行くことになりました。皆さ
んにお声をかけていただきありがとうございます。
〈橋川秀治君〉ここ 2 回ほど欠席でした。種市の報告を
少し。いってすぐ基礎練習を始め、すぐに生徒さんと仲
良くなっていました。八戸では東北の国体代表選手と合
流し練習もできました。2 日間も練習したのに素晴らし
い体力です。
その後一緒に食事をし、カラオケへ行きました。セレ
ナの日本語での歌唱力にびっくり！サプライズでシャン
ソンを聞かせてもらいましたが、フランスではスタンダ
ードではないようです。楽しい日でした。

◆花巻 RC 奨学生委員会

委員長：佐藤良介君

久しぶりの出席でした。花巻北高校生各学年 1 名ずつ
計 3 名へ今年度も奨学金を贈呈いただきありがとうござ
いました。桜雲祭へも行かせていただきましたが、非常
に活力ある学校生活を送っているようです。
また岩手日日新聞に『友好の絆いつまでも』という見
出しで、花巻まつり期間中に友好都市 25 周年を祝しホッ
トスプリング市より訪れた 26 人の訪問団が、6 日午前中
に花巻北高校をご訪問いただき、花巻北高校桜雲同窓会
へホットスプリングヴィレッジ RC ポール会長様より 10
万円のご寄付をいただきました。同校と ASMSA 校との
姉妹交流資金の一部としてご寄付いただきました。有効
に使わせていただきたいと思います。セレナさんにも同
席いただき、同校へ馴染んでいる様子が伺えて良かった
と思っております。
関係していただいた皆様に心から感謝申し上げます。

◆慶祝者スピーチ

■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＞あさってより、いよいよホットスプリング
スに行って参ります。Enjoy してきます。セレナどんど
ん花巻に馴染んでくれて嬉しく思います。
＜阿部一郎君＞今年度もようやく 1/4、あと９ヶ月頑張り
ます。セレナさん学生服衣替え、とてもお似合いです。
＜上田 穣君＞結婚 40 年記念はルビー婚。ルビーは贈り
ませんが『ルビーの指環』を歌おうかな。フレンチコー
スのあとがふさわしい？・・・早退致します。
＜立花徳久君＞ホットスプリングスに行ってきます。花巻
RC メンバーと、どんな珍道中になるか楽しみです。
＜吉田和洋君＞なんとか１０年になりました。
あさってより初のアメリカ本土進出です。楽しみます。
＜佐々木史昭君＞セレナの先週は様々なご縁で富士大柔
道部練習に参加し、全国強豪選手との練習をしたようで
す。南高校のフランス語授業アシスタントに呼ばれ、今
日は佐々木道場に夜練習へ行くそうです。
＜伊藤隆規君＞一昨日仙台での米山研修会に行ってきま
した。米山奨学生でモンゴルから富士大で学ぶ方と話し
てきました。とても良い機会でした。
＜橋川秀治君＞久々の例会参加嬉しく思います。その間セ
レナと種市高校へ行ったり、谷村さん、セレナとカラオ
ケ行ったり、下町君のハッピーマネジメントに藤原君と
参加したり。元気でやっておりました。
＜笹木賢治君＞女房の誕生祝いありがとうございます。年
齢は・・ヒミツですが一郎君と一緒かも・・・(＾＾)
＜鹿討康弘君＞先週北上西 RC 例会にメーキャップし、暖
かく迎えていただきました。いよいよホットスプリング
スです。どんなハプニングが起こるか楽しみです。
立花さん。
＜下町壽男君＞昨日はハッピーランチをしました。私とセ
レナ、クロフト、エリカ夫妻とでジョーズラウンジ・ラ
ンチ。少しでもみなさんの気分転換になれば幸いです。
＜佐藤良介君＞9/6 花巻北高校にて HSVRC ポール会長か
ら同校同窓会国際交流基金へ 10 万円ご寄付いただきま
した。同校と ASMSA 校との交流に活用させていただき
ます。仲介していただいた花巻 RC の皆様に感謝申し上
げます。
＜谷村 仁君＞自宅のリフォームを依頼していましたが、
業者より連絡が無いので確認したら、できないとドタキ
ャンされました。１年も打合せしたのに・・驚きです。
TOTO の紹介で仕切り直りとなりました。妻の誕生祝
ありがとうございます。
＜稲田典之君＞妻の誕生祝ありがとうございます。ホット
市へ旅立つ皆様、気を付けて楽しんでいらして下さい。

〈伊藤隆規君〉家内の誕生祝ありがとうございます。
日曜日仙台で米山記念奨学会の講習会へ行ってきました。
花泉 RC がカウンセラーの米山奨学生が富士大生のモンゴ
ル出身で花巻に住んでおられると聞き、少しお話しをして
きました。モンゴルで 16 歳まで生活し、韓国 10 年そし
て日本に来年 3 月まで 2 年間との事でした。上手な日本
語でのスピーチでしたので、どこかの機会でお話しいただ
ければと思います。モンゴルの改革を、いままでの各国で
の経験をもとに実践するのが夢との事です。
〈鹿討康弘君〉もう 6 年・まだ 6 年。ありがとうござい
ます。ぬくまる食堂については、順調に周知されてきて
おります。先日はネットで調べて来ましたと北上からも
参加がありました。夕方実施しているのは、お母様方に
とってポイントのようです。継続事業として頑張ってい
きたいと思いますのでご協力をお願い致します。
※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。
◆出席報告 出席委員会
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました
出席率 58.6％
前回修正 65.5％
33 人中 17 人出席
◆メーキャップ【敬称略】

9/25 ぬくまる食堂
橋川秀治・谷村仁
9/26 青少年短期/長期交換模擬面接 佐々木史昭・下町壽男
9/27 北上西 RC 例会 三田会長・鹿討エレクト。
9/30 米山奨学会研修会 伊藤隆規

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

