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11:00～ 11 月理事会
12:00～ 昼 食

第 3115 回例会【月初め】 2018 年 11 月 6 日
◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□12：30 開会点鐘
三田会長
□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから
一.真実かどうか
一.みんなに公平か
一.好意と友情を深めるか
一.みんなのためになるかどうか
□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
□慶 祝・・・ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ
□米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん
三田会長
スピーチ
□慶祝該当者スピーチ・他
□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・ボックス紹介
ニコニコ・ボックス委員会
□13：30 閉会点鐘
三田会長

◆幹事報告
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◆3114 回 例会の概要■

■会長の時間
□概要

三田

望 君

明治維新 150 年ということで色んなイベントが催され
ていますが、私も先週会津に行く機会があり、降伏した相
手に対する薩長の苛烈な仕打ちに対する根深い感情が今
も強いことを感じて帰って来ました。そして開いたロータ
リーの友 10 月号に鹿児島中央 RC と会津若松西 RC が怨
讐を超えて友好クラブとなった記事があり、ありえないと
の反対の声もあった中、会長が島津家 32 代当主ならばと
賛意が増えて締結に至り、友好関係を続けているなど色ん
なエピソードが書いてあり、感慨深いものがありました。
また、鶴ヶ城を訪れ、展示館を見て来ました。この城は
砲弾によって攻撃され、穴はあきましたが、天守閣は厚い
漆喰で守られ、落城してはいません。しかし、明治 5 年
廃藩置県で取り壊され、その城の再建だけを公約に昭和
40 年に当選した市長が私財を投げ打って作った鉄筋コン
クリートの城は大事な貯蔵庫になっています。
先週水曜日は弊社の 60 周年記念の会をこの会場で開か
せて頂きました。本日は盛岡 RC から伴亨さんがおみえで
すのでスピーチをお願いできれば幸いです。

◆本日のメニュー

幹 事

◆11 月 RI レート
１㌦＝112 円
RI 日本事務局様
◆鈴木賢ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ国際協議会ご出席並びに桑原茂ﾊﾟｽﾄｶﾞ
ﾊﾞﾅｰ 2019 年規定審議会ご出席、菅原裕典ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ地域ﾘｰ
ﾀﾞｰ研修ｾﾐﾅｰご出席壮行会のご案内
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様
◆仙台育英学園高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ創立 55 周年記念誌

仙台育英学園高等学校様

◆今後のプログラム
11/13(火)3116 回

夜例会

プログラム委員会

菊の会合同『音楽例会』
担当：立花徳久君
11/20(火)3117 回 会員卓話又はゲストスピーチ
※11/27 予定前倒し実施 担当：谷村 仁君
11/27(火)3118 回【R 財団月間に因み】 ゲストスピーチ
2520 地区財団委員長 小野寺則雄君
12/4 (火)3119 回 理事会・慶祝・米山奨学金贈呈
『クラブ総会』次年度役員選出 担当：鹿討エレクト
12/11(火)3120 回 会員卓話又はゲストスピーチ
担当：橋川秀治君
12/18(火)3121 回 移動夜例会 X’mas 家族会
12/25(火)3122 回 会員卓話又はゲストスピーチ
担当：戸来昭浩君
🔶年内はこのように PG を進めて参る予定です

『刺身三点盛と海老と豆腐の真丈』

◆ゲストスピーチ

盛岡 RC 伴

亨 君

何年か前にもメイキャップに来
たことがあると思いますが、紫波町
と石鳥谷の堺の紫波町側に平和台
病院がありまして、従って選挙区は
1 区になります(笑)
盛岡 RC では親睦委員をやってい
ますが、金曜日が例会日で週末に出
張が多く、今期 4 回くらいしか出席できず、あとは全部
メイキャップで皆出席してます。
最近、
「他人の不幸はなぜ蜜の味なのか」という本を書
いた京大の髙橋英彦准教授とお会いしました。気持ちと関
係なく他人が失敗すると脳のある部分がピカッと光る事
など、ファンクショナル MRI で迫る脳の構造と機能に関
する科学的な精神医学では人間はそのように出来ており、
※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。 進化の上でそれがないと人類は滅亡していたとする面白
い本です。妬みは 2 人で成立し、嫉妬は 3 人必要だそう
です。後で時間がある時に考えてみて下さい。

◆会員卓話『見抜く面接質問』

菊池 倫美 君

ご無沙汰しております。ますま
す人材不足が深刻になる中、採
用業務が大事になっておりま
すので、採用試験の時にどんな
質問が最も多くの情報が得ら
れる効果的な質問かをクイズ
形式で書かれた本の内容を紹
介させて頂きます。
１．応募者の経歴や経験を知る
２．ほかの応募者にはない独自の特徴を知る
３．仕事への意欲を知る
４．職務に影響する可能性のある問題を知る
５．応募者の対人能力を知る
６．ミスから学ぶ能力を知る
７．リーダーシップの有無を知る
８．専門分野を知る
９．問題解決能力を知る
10．目標を知る
手作りのボードに沿って話して頂きました。詳しくは↓
キャロル・マーティン著 『新版 人材を逃さない見抜
く面接質問 50』
定価：1,600 円（税抜）

■ニコニコ・ボックス紹介
ニコニコ・ボックス委員会
＜三田 望君＞10/24 弊社の創立 60 周年記念感謝会を催

しました。60 年を振り返り、数え切れない位の方々のお蔭
で今がある事を改めて実感致しました。大いなる感謝を込
めて BOX させて戴きます。伴さんようこそ、又お出で下さ
い。菊池さん卓話ありがとうございました。例会出席お待
ちしております。
＜鹿討康弘君＞倫美君お久しぶりです。卓話ありがとうござ
いました。参考にさせて頂きます。盛岡 RC 伴亨様、「な
ぜ他人の不幸は蜜の味なのか」アマゾン Kindle で購入し
ました。他人の不幸を喜んでしまう私は普通だったのです
ね。安心しました。
＜阿部一郎君＞倫美君、本日は卓話ご苦労様でした。仕事上
忙しいとは思いますが、ちょくちょく例会に顔を出して頂
ければと思います。10/28 は盛岡北 RC の創立 60 周年に
参加して来ました。盛岡 RC 伴亨様、例会出席ありがとう
ございました。
＜藤原喜子君＞鹿討さん、ぬくまる食堂初参加させて頂き、
ありがとうございました。まずは谷村さんにバルーンアー
トを教えて頂き、橋川さん、史昭さんとは小学生相手に人
生ゲームや生き残りゲームで童心に返り、本気でバトルし
ました。とても楽しかったです!!その後、美味しい心温ま
るお食事まで頂戴し、大人のぬくまる食堂でもありました。
◆委員会報告 ぬくまる食堂初参加ほか♪
＜立花徳久君＞2 週間お休みいたしました。何かいない間に
自由人のレッテルを貼られ、ある事、あること(笑)を言わ
＜橋川秀治君＞セレナを連れて
れたみたいでありがとうございます。楽しかったです。
オータムキャンプに行って来ま
＜佐々木史昭君＞
先週花巻南 RC の鎌田会長、高橋光彦幹事、
した。
（写真は郡山駅前のサムラ
千葉功会員と打合せ、セレナのホストファミリーの引継ぎ
イで人生初のラーメンを食べて
について方向性を確認させていただきました。花巻南高校
美味しいと喜んでいる所です。
）
の 1 年生にお孫さんのいる三世代家族、千葉家に 11/24
留学生同士徹夜で語り明かして
頃に引っ越しすることになりました。これからもサポート
とても楽しかったようで、翌日は
を宜しく願いします。
いつまでも別れを惜しみ、3 月の
＜谷村
仁君＞菊池さん会員卓話、ご苦労様でした。心理的
スプリングキャンプでの再会を
な説明を戴き、今後の参考にしたいと思っています。11
誓っていました。
次は 11/9～10 に種市高校に行きます。
月 1 日より年賀はがきが発売されます。花巻局では購入先
＜藤原喜子君＞入会当時からぬくまる食
着 20 名様に大根をプレゼント致します。皆様からのご協
堂の事が気になって先週たまたまタイミ
力をよろしくお願い致します。
ングが良かったので半日有給休暇を取っ
＜橋川秀治君＞伴先生、興味深くピカッと光るスピーチ有難
て参加しました。バルーンアートを習っ
うございました。菊池君、厳しい採用状況に役立つ卓話あ
たり、ボードゲームをしました。その後、
りがとうございました。先週末はセレナを三春の留学生オ
食事の時は男女別れていて、私は普段 RC
ータムキャンプに連れて行きました。福島や山形の留学生
で慣れてるので(笑)男の子チームで食べ
が元気で朝までワイワイやっていたそうです。軍鶏ロック
ました。是非また参加したいと思います。
と鳥チャーシューの初ラーメンも喜んでくれました。

＜佐々木史昭君＞先週初めてセレナと同
級生のえりなさんとお母さんと一緒にぬ
くまる食堂に参加して来ました。セレナ
たちは自然と子ども達と遊んでました。
私は勉強を教える方がいいかと思う一方、
谷村君と橋川君は子どもと同化しすごい
と思いました。準備～片付まで大いに貢
献されている共立精工さんに感謝です。

◆出席報告

出席委員会

33 人中 14 人出席

出席率 53.8％
前回修正 69.2％

メーキャップ
10/23（火）ぬくまる食堂 橋川秀治君、鹿討康弘君、
佐々木史昭君、藤原喜子君、谷村仁君
10/25（木）花巻南 RC とホストファミリーについて打ち合わせ
佐々木史昭君
※詐欺防止年賀はがきスポンサー企業募集しています！
10/27・28
（花巻郵便局長
青少年交流オータムキャンプ三春
谷村仁君より）
橋川秀治君
10/29（月）花巻３RC 会長幹事会 三田会長・阿部幹事
10/30（火）2520 地区監査委員会 監査委員 谷村繁君

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。

◆11 月

慶 祝

おめでとうございます！(敬称略)

《会員誕生》前田 毅(23)、三田 望(26)
《年バッジ》立花徳久(8)/藤田勝敏(2)
《夫人誕生》佐藤美幸(7・誠吾)/立花真紀子(24・徳久)
阿部秀子(30・一郎)
《結婚記念日》橋川秀治・史子(2)/ 吉田和洋・優子(4)
安藤武彦・美保子(5) /佐藤誠吾・美幸(7)
小山田泰彦・智美(22)
結婚記念は記念日当日にケーキをお届けします。
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

