
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 月 RI 月間テーマ「経済と地域社会の発展月間」 
第 3113回例会      2018年 10月 23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) 
                                                          
 
 
◆ロータリー青少年交換プログラム 長期・短期派遣選考試験の 
 結果、第一回オリエンテーション&2017-8 派遣生帰国報告会 

［ガバナー事務所］ 
◆創立 50 周年記念式典・祝賀会の御礼［北上西ＲＣ会長小林輝夫］ 
◆11/13(火)平成 30 年度「花巻市安全・安心まちづくり大会」の 
開催について（ご案内）［花巻市防犯協会会長花巻市長上田東一］ 

◆地域社会に贈り物をお考えのロータリークラブの皆様へ 
             ［セイコータイムシステム㈱］ 

              
 
10/30(火)3114 回 会員卓話またはゲストスピーチ 

担当：菊池倫実君 
11/06(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 会員卓話またはゲストスピーチ 

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

担当：谷村 仁君 
 

 
 
 
 
 

■ 会長の時間                
三田 望 君 

先週の水曜日まで 1 週間、ホットスプリングス市に行って参りま

した。総勢 20 名のうち、ロータリアンが 8 名を占め、いろんなハ 

プニングがありましたが、大変賑やかで楽しい旅行でした。 

 
私は佐々木史昭君からお誘いがあり決心をして参加した

わけですが、皆様もお忙しい中ご参加頂きまして、本当にあ
りがとうございました。 
 旅行から戻り 1 週間もたっておりませんので、皆さんは恐
らく仕事も溜り忙しいということで、本日の例会は旅行参加
者8名中6名が欠席となりました。大変さびしい状況ですが、
本日はゲストとしてコウ・シヘイさんにお越し頂いておりま
すので、後程、お話をお聞きしたいと思います。このあと、
ホットスプリングス訪問の報告がありますので、これで会長の時間

を終わらせて頂きます。  
 

 

今日、花巻ＲＣの例会で 1 年半の留学生

活について発表できて大変光栄です。主に

台湾のこと、大学院で勉強した授業と交流

活動で構成されています。~一部中略~ 

・台湾について…今日は台湾の果物をテー

マとして紹介してまいります。台湾にはた

くさんの熱帯フルーツ（マンゴ、パパイヤ等）がありますが、今日

は特別なフルーツについて発表します。 

                               

 

 

蓮霧(レンブ)   龍眼(リュウカン)   くろまいケーキ  文旦(ブンタン)  

 

手作りのドライ龍眼くろまいケーキを持ってきました。皆さん食べ

てみて下さい。先日、台湾に帰国し文旦を沢山食べてきました。 

・岩手大学での授業について…デザインをメインとして授業をうけ

ました。私が制作した作品を説明します。コンセプトはアクアリウ

ムです。開発した筋トレのゲーム、大学院で勉強したプラスチック 

の再生について説明がありました。 

                     

 

 

 

・交流活動について…昨年 9 月、岩手大学とハーバード大学の交

流プロジェクトで韓国に行って来ました。アフリカ懸案の水の資源

問題の改善についてチームで研究を行いました。私達のチームは最

優秀賞を獲得しました。メンバー、先生方に感謝しております。 

他にもたくさんの交流活動に参加しました。 
 
            ホテル花城 

『ミックスムフライ豚ヒレカツ有頭エビフライ』 

              

 
 
 
 
 
 
〈阿部 一郎君〉  
初日、ダラス空港に到着した際、三田会長のスーツケースが行方

不明になるというハプニングがありました。スーツケースは 3 日

後の夜にホテルへ届けられましたが、既に記念式典は終了しており、

※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。 
 

◆幹事報告               幹 事 

◆本日のプログラム    進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム等案内   プログラム委員会 

◆本日のメニュー 
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◆3112 回例会 

 

 

□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 

□クラブフォーラム            

 「経済と地域社会の発展」  担当：社会奉仕委員会 

滝田委員長 

 「ホットスプリングス訪問報告№2 訪問者より」  

□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 
 

◆ホットスプリングス訪問報告 №1 

 

 

  

 

 

■米山奨学金贈呈 
コウ・シヘイさんスピーチ 
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三田会長は皆さんから衣類、下着等を借りて

過ごしました。入国審査の際、手続きに手間

取ってしまい皆さんにご迷惑をおかけしま

したが、一日目を無事に終えることができま

した。 

二日目は市内観光ということで、私はＡＳＭＳＡや小学校等の学

校関係を回らせて頂きました。特に小学校の施設の広さ、自由な雰

囲気は素晴らしいなと感じました。ＡＳＭＳＡでは食事を頂きまし

たが、立花君が甘そうなデザートを 2 個程、平らげていました。現

在、寮、芸術棟を新築しておりましたが、アメリカの著名 20 校に

位置づけられる高校だけあり、考えて施設の運営にあたっているな

と思いました。 

三日目、皆さんはハイキングコースに参加しましたが、私と立花

君と高橋君はホットスプリングスの温泉に行きました。入浴料 25$、

水着購入 15$、マッサージ料 80$と結構な費用がかかりました。一

方、三田さんは途中から現地の日本人女性の方々と夜の式典用の背

広を購入しに出かけました。若者用のスーツでとてもお似合いでし

た。今後、皆様にも披露する機会があると思います。そして夜は式

典に参加し、分厚いステーキを堪能しました。宿泊は「ザ・ウォー

ターズ」というホテルで、隣に「オハイオクラブ」という 1905 年

に開業した老舗のクラブがあり 3 日間通わせて頂きました。昔、ア

ルカポネが通ったクラブだそうで、飲み物はリーズブナルな価格で

雰囲気もよく、ジャズの演奏が行われ、現地の方々は楽しそうに踊

っておりました。  

10 月 7 日は銃、釣り、マウンテンバイクをロータリアン全員で 

体験させて頂きました。次の日、ダラスに移動した際、ショッピン

グモールで買い物を楽しみました。ダラスから帰国する際、台風の

ため飛行機が 3 時間遅れの出発となりました。日本に帰国後、予定

の電車に間に合わず全て 1 本遅れとなり、急遽、新幹線はグリーン

席を確保し帰ってまいりました。 

時差ボケが大変で、最近ようやく体も慣れてまいりました。やは 

り、体力の必要性を痛感しております。来年の世界大会が台湾、再

来年がハワイということで、体力づくりに励んでまいりたいと思い

ます。 

〈三田 望君〉 
先程来、お話が出でおりますスーツケース

紛失の件について、お話させて頂きます。   

ダラスはアメリカで 2 番目に大きな空港

で、添乗員の説明では荷物が紛失すれば殆

ど見つかる事はないとのことで立腹しまし

たが、幸い 3 日目の夜にようやくスーツケースと再会することが

出来ました。その間、何も所持品がないわけですので、30 年ぶ

りに洗面所で手洗いにより下着を洗濯しました。昔、シルクロー

ドへ 1 週間旅した際に、バスタブで足踏みしながら洗濯したこと

を思い出しました。見かねた鹿討君が新品の下着をプレゼントし

てくれましたが、履き心地が良いパンツで非常に感謝しておりま

す。良い思い出となりました。もう一人、メアリーさんも見かね

てホットスプリングスのマークが入ったシャツをプレゼントし

てくれました。 

ホットスプリング市には 4 つのロータリークラブがあり、合同

の歓迎会を開催して頂きました。100 名位のロータリアンが参加

したバーベーキュー形式のパーティーで和気藹々の雰囲気の中、

私も御礼の挨拶をさせて頂き、大変歓迎を受けました。 

私は学校を中心に見学させて頂きましたが、ASMＳA には下町

先生のなごやかな写真が飾られていました。ASMＳA は病院の施

設を改装し利用しておりましたが、2 年生 250 名位の生徒が科学

と数学やアートを専門的に学んでおりました。全寮制で寮を新し

くしたばかりで、教室もどんどん新しくしていくとのことでした。

学生さん方はフランクで服装も自由でした。わたしは学生の将来

の進路についても質問をしてみました。 

宿泊先はロバートが経営に関わっているホテルで 4 泊しまし

た。移動がなく大変助かりました。ホテルの入口にバーがあり、

毎晩、美味しいお酒を飲んでおりました。隣のオハイオクラブに

も行きましたが、1905 年のオープンということでロータリーク

ラブがシカゴでスタートした時期と同年でした。本当に素晴らし 

いバーでした。帰りは飛行機が遅れましたが、無事予定通りに帰国

出来ました。 

スーツケース紛失にあたっては、メアリーが発見まで尽力して 

くれたようです。また、メアリーは 25 周年の記念パーティーに着

用するスーツがないため、お店へ案内していただき新しいスーツを

新調しました。お陰様で新スーツを着用し記念式典に出席すること

が出来ました。 

記念式典は 6 時にロビーへ集合後、ウェルカムドリンクを飲み 

ながら雑談し、スタートは 7 時半、終了は 10 時半頃でした。小友

君が飛び入りで Let It Be をギター演奏し、大変盛り上りました。

記念式典では 2 年前に大沢温泉でお会いした自称サンタロータリ

アンと再会でき、本当に楽しいパーティーでした。特に料理ではス

テーキが美味しかったです。ナショナルパークロータリークラブは

丁度 100 周年ということで、彼らは誇りにしておりました。みな

さん、気さくで楽しい方々でした。本当にいろんな場所へ案内して

頂き素晴らしい体験をすることができました。皆さん、大変お世話

になりました。ありがとうございました。 
  
 
 

33 人中10 人出席 
◆メーキャップ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
＜三田 望君＞無事、ホットスプリングスから帰って参りま
した。5 年振りのホットスプリングスでハプニングはあり
ましたが、大変エンジョイしてきました。同行の皆様には
御心配をかけ、お世話になりました。5年後が楽しみです。 

＜阿部一郎君＞コウ・シヘイさん、台湾帰省はどうでした
か？ゆっくりと家族と過す事が出来たことと思います。
10/13 は北上西ＲＣの 50 周年に出席してまいりました。
菅野たりおさんも、99 歳で元気よく参加しておりました。
ホットスプリングスから帰って、約 1 週間になりました。
時差ボケも良くなり、通常の生活に戻ることができました。 

＜鹿討康弘君＞盛岡で会議なので食い逃げします。 
＜橋川秀治君＞三田会長、阿部幹事、お帰りなさい。お疲
れ様でした。旅行の話、とても楽しかったです。お土産
もありがとうございました。コウ・シヘイさん、論文完
成に向けて頑張って下さい。イナカフェス会場の童話村
で珍しいクロカワというキノコを見つけました。 

＜滝田吉郎君＞逆転の花巻東、甲子園まであと 1 勝。ガン
バレ花巻東 

＜藤田勝敏君＞皆様から、たくさんの御土産ありがとうござ
います。今日は吉田さんが欠席のため、録音、写真撮影、
週報作成と暫くぶりに緊張しております。妻の誕生日祝い、
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   
 
 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介     ﾆｺﾆｺ・ﾎﾞｯｸｽ委員会 

 

◆出席報告 出席委員会 

10/4(木)~10/10(水) ホットスプリング市花巻姉妹都市提携 

25 周年記念市民ツアー 三田望君、阿部一郎君、鹿討康弘君 

吉田和洋君、立花徳久君、佐々木史昭君、髙橋豊君、高橋典克君 

10/9(木) ぬくまる食堂 谷村仁君、橋川秀治君 

10/13(土) 北上西創立 50 周年記念式典 阿部一郎君、鹿討康弘君 

10/14(日) クラブ職業・社会奉仕委員会合同セミナー 

三田望君、鹿討康弘君、谷村仁君 

 

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 

 

 

出席率  37.0％ 
前回修正 66.6％ 

 


