
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 月 RI 月間テーマ 「ロータリー財団月間」 
18：00例会開会 
第 3116回例会 夜例会  2018年 11月 13日 

 
 

                                                                                                                    
 
◆「第 6回花巻社協の集い」に係る後援(名義使用)に 
ついて（お願い）・開催要領 
社会福祉法人花巻市社会福祉協議会 会長 髙橋勲様 

◆12/1（土）明るいイーハトーブの実現をめざして 
～平成 30年度花巻市市民憲章運動推進大会～ 
開催について（ご案内）  

花巻市民憲章運動推進協議会 会長 三田 望様 
◆平成 30年 1月 5(土)・6(日) 2018-19年度 
青少年交換（短期・長期）第 2回オリエンテーション 

ガバナー事務所様 
 

 
 
 
11/20(火)3117回 会員卓話      担当：谷村 仁君 
11/27(火)3118回 ゲストスピーチ クラブフォーラム 
月間テーマ『ロータリー財団月間』に因み 担当：R財団委員会 

ゲスト RI第 2520地区財団委員長 小野寺則雄 PG(二戸 RC) 
 
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 
※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。 

 

 
■   

■会長の時間  三田 望 君 
□概要 
今日は二つのお葬式が重なり関係している方が多い様で
人数も少なく、阿部幹事席も空席ということで寂しい感じ
がします。今月は R 財団月間ですので地区財団委員長へ
オファーも予定が合わず、富士大学在学の花泉 RC米山奨
学生も火曜日は授業で難しいという事で、伊藤ガバナーノ
ミニーへ講話をお願いしご快諾いただいておりましたが、
葬儀お知らせということで、急遽 PGが変更になっており
ます。という事で、先日地区青少年交換オリエンテーショ
ンがありましたのでその報告とセレナさんも来ていただ
きましたので、スピーチもいただきたいと思います。 

11月 3日の新聞に、にこやかな高橋豊会員の旭日小綬
章受賞のお姿が掲載されておりました。大変名誉な事であ
ります。今日の新聞には仙台国税局よりの表彰の記事もあ
り非常におめでたいと思います。また、花巻農業高校の全
国高文祭で創部60年目にして初めての民俗芸能部門で最
優秀賞の栄誉を勝ち取ったという事で、私が会長を務める
ユネスコ協会としてもお祝いし表彰をさせていただきま
した。今後の活躍をご祈念いたします。 
 
 
 
 
       
ホテル花城        

『白身魚の 

青海苔風ベニエ』 
 

※ベニエ・・仏語 Beignet・・「食べ物を詰めた生地を油で揚げたドーナツ

に似たペイストリーの総称」(参)Wikipedia 

ペイストリー・・英語 Pastry・・穀粉/ﾊﾞﾀｰ/ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ/ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰま

たは卵等の材料を焼いて作った食べ物 (参)Wikipedia 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 

 

 

  

 

 

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

Mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp

URL  http//www.hanamaki-rc.com
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◆3115 回 例会の概要 

 

第一部 例 会 
□18:00開会点鐘         三田会長 
□ロータリーソング斉唱 
□ゲスト・ビジター紹介      阿部幹事 
□本日のプログラム               藤田親睦委員長 
□会長の時間              三田会長 
□幹事報告および委員会報告    幹 事 
□出席報告            谷村出席委員長 
□閉会点鐘            三田会長 
 
第二部 ジャズを聴く夜会   進行：藤田親睦委員長 
□開 会             司会にて 
□あいさつ             三田会長 
□乾 杯              
□歓 談 
★本日の演奏者の紹介        担当：浅沼幸二君 
 【ピアノとベースの競演】   
ピアノ：北田了一様・ベース：佐藤弘基様 
ボーカル：笠嶋俊秀様 
 
 
 

 
演奏を聴きながら、お食事をお楽しみください！ 

 
□スピーチ            担当：佐々木史昭君 
・花泉 RC米山記念奨学生 (富士大学経済学部/修士課程 2年) 

ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジさん(MNG) 
・2018-19青少年長期交換留学生 セレナ・ラムダ二さん(FRA) 
・2019-20青少年長期交換留学生 藤館英梨菜さん(花巻北高 1年) 

・2019-20青少年短期交換留学生 小原晴生さん(花巻北高 1年) 

 

□中締め              立花直前会長 
□20：30閉 会          司会にて 
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 先週の日曜日、地区事業青少年交換派遣生の研修があ
り常盤木学園で開催されました。下町君にも参加いただ
きました。去年帰国した長期派遣生から 1年間の報告を
聞くのがメインで 6名の派遣生中 3名が出席し、欠席だ
った派遣生の 1名が動画を送ってくれまして、その内容
がまた素晴らしく、委員の間でも事業の成果が見られる
涙ものの報告と絶賛されておりましたので、その動画を
ご紹介したいと思います。日本の交換プログラムを運営
している委員会へも報告しようかというような内容です
ので、その前にまず花巻 RCで見ていただこうと本人に
了解を取りました。藪あゆいさんという子でアメリカミ
ネソタ州へ行きました。動画はご自分で編集されたもの
です。派遣された子は総じてですが、TOEICが行く前 600
位だった子は 800に、400だった子でも 800近くまで
伸びております。高校生の順応力は素晴らしいものがあ
りますし、このプログラムは素晴らしいものと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動画はこのプログラムの PRにも  

そのまま使えるような素晴らしい 
出来栄えです。あゆいさん制作編集。 
よろしければ  YouTube 
下記アドレスよりアクセスしご覧   
ください。(ｽﾏﾎは右記 QR ｺｰﾄﾞから)   
https://m.youtube.com/watch?v=HmB1uyBdd9U 
※ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの紹介掲載許可をいただいております。 

 
 
 
 こんにちは！ 
たくさん漢字の勉強をしました。 
いまは 120字位わかるように 
なりましたよ。 
新しいチャレンジもします。 
新聞も難しいけど読んでます。 
頑張ります 

2週間前福島での留学生キャンプへ行ってきました。
山形地区の留学生と一緒でした。とても楽しかった。土
曜日の夜は全然寝てません(^^)。次の日福島の博物館へ
行きました。とても興味深かった。エコロジーやフュー
チャーのプロジェクトはホントに面白い。 
 ここでフランスの国歌をお聞かせしますね。 
盛岡にも行き、カラオケにも行きました。日本語が読め
てとても嬉しかった。バッティングセンターにも行きま
した。アニメイトにも。 

 土曜日には大人の文化祭にも行きました。とても楽し
かったです。まだまだたくさん日本の漢字を覚えたいで
す。日本語ももっと上手になるように頑張ります。 
ピアノにも挑戦中。種市高校へもまた行きます。オリン
ピック選手に会えるのが楽しみです。 
 
 
 

33人中 15人出席  出席率 55.5％ 
   前回修正 70.3％ 

 
        

 
 

 
  
 
＜三田 望君＞皆様多忙の中、参加戴き感謝します。セレナ
スピーチありがとう！ 

＜佐々木史昭君＞今年度地区青少年交換性として合格した
長期ｵｸﾗﾎﾏ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ派遣生を対象に第一回ｵﾘｴﾝﾀｰｼｮﾝを保
護者・学校関係者・ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞの協力を戴き、気を使いな
がらも有意義なものとなりました。 

＜鹿討康弘君＞東京での見本市を 5時間 18000歩歩いたら
治りかけた腰が悪化しました。動くとあぶら汗がでます。
今日は家で静養します(^＊) 

＜吉田和洋君＞結婚祝いケーキ日曜日に届きました。確か
27年目・・・かと。 

＜立花徳久君＞8年バッジ・妻の誕生祝ありがとうござい
ます。セレナ毎日を楽しく過ごしてください。 

 
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・ボックス委員会 

 

◆地区青少年交換【長期/短期】 
オリエンテーション報告【動画】 佐々木史昭君 

  

 

 

 

◆出席報告 出席委員会 

 

メーキャップ 

11/4(日)ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換(長期/短期)オリエンテーション 

佐々木史昭君・下町壽男君 

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 

 

◆青少年交換留学生    セレナ・ラムダ二さん 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

童話村 

ナイトミュージアム 

https://m.youtube.com/watch?v=HmB1uyBdd9U

