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第 3117 回例会

◆例会プログラム

2018 年 11 月 20 日
進行：会場監督 S.A.A

□12：30 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
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
□米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん
□会員卓話
担当：谷村 仁君
□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

幹 事

◆RLI(ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修)Part1 のご案内 ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様
◆ハイライトよねやま Vol224
(公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学会様
◆創立 50 周年記念誌送付について 前沢 RC 会長菅原繁夫様

◆今後のプログラム

Web

プログラム委員会

11/27(火)3118 回 クラブフォーラム R 財団月間に因み
講話：RI 第 2520 地区財団委員長
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 小野寺則雄君(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
担当：橋川秀治君
12/18(火)3121 回 X‘mas 家族夜例会 ご家族様の多数の
ご参加をお待ちしております
12/25(火)3122 回 会員卓話
担当：戸来昭浩君
※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。

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

藤舘さん小原くん、今日の会を通して、ロータリーにつ
いて少しでも理解頂きたい。会長に就任してから菊の会
の皆様とご一緒するのは初めてなので、楽しみにしてお
ります。よろしくお願いいたします。

◆本日のメニュー
ﾎﾃﾙグランシェール花巻

『バンケット
メニュー』

◆音楽を聴く夕べ

浅沼幸二君/立花徳久君

ピアノ：北田了一さん・ベース：佐藤弘基さん
ヴォーカル：笠嶋俊秀さん
第一部 ジャズアレンジ・第二部 日本語の歌
□谷村君の乾杯でスタート！
今日、耳の検査をしてきましたが異常なしで、安心して音
楽を楽しめます。昨年も北田さんに演奏して頂き、レベルの
高さに感激しました。今日もとても楽しみにしております。
今日の会がインターナショナルな会になればいいなと思い
ます。それでは、音楽の夕べが楽しいひと時となることを
祈念して、乾杯！

□浅沼幸二君より演奏者の紹介
花巻 RC の夜例会で、北田君と佐藤君は 2 回目のゲストと
なります。最初にピアニストの北田君とベーシストの佐藤君
◆3116 回 例会の概要■ 音楽夜例会
の二人で、最初に少しジャズぽい曲を演奏してもらい、その
■会長の時間
三田 望 君
あとにボーカリスト笠嶋君が加わります。FM はなまきの社
□概要
員です。彼は劇団四季の団員でした。去年の 12 月から花巻
楽しみにしていた音楽夜例会の日を迎え、企画した立花 で生活しております。今日は笠嶋君の歌を交えた 3 人の演
直前会長、お手伝い頂いた浅沼君に感謝します。
奏をお楽しみ下さい！
2019-20 地区長期交換派遣の藤舘さん、
短期の小原君、 □ヴォーカル：笠嶋俊秀君
そしてセレナさん、参加してくれてありがとう。
FM はなまきの笠嶋です。暫しおつきあいください。
花泉 RC がカウンセラーの富士大生ジャミヤンスレン・
去年の 12 月に花巻に引越しするまで、東京で舞台俳優をし
ミャクマルドルジさん…花巻の多くの人と知り合い、就
ておりました。私はジャズボーカリストではないのですが、
職活動も頑張って欲しいと思います。セレナさんは体を
エッセンスを聞いて頂きたいということと、音楽はジャンル
動かすことが大好きということで、いろんなことにエン
ではないということで、ジャズのスタンダードを最初に聞い
トリーし、有意義な毎日を送っているようです。
て頂きました。ひとときを楽しんで戴ければ幸いです。

◆ゲストによるスピーチ

◆出席報告

□2019-20 地区青少年交換長期・短期派遣生
・長期：花巻北高 1 年 藤館さん
最初に英語で挨拶
みなさん、こんばんは。来年の夏からアメリカに派遣されま
す。英語が好きで語学アップのため、今回の派遣 PG に参加
しました。アメリカに行ったら、たくさん文化を習得して、
日本に帰って来ていろんな方に伝えたいと思います。

・短期(ｵｸﾗﾎﾏ)：花巻北高 1 年 小原さん
今日はご招待頂きありがとうございます。食事もおいしかっ
たし、ジャズもいい体験となりました。ノンアルコール
ビールも初めて体験しました。オクラホマでは、まじめに
I do my best で頑張ってきます

□2018-19 地区青少年交換長期留学生

出席委員会

33 人中 15 人出席

出席率 51.8％
前回修正 70.3％

メーキャップ
11/10（日）会員増強・公共イメージセミナー
鹿討康弘君

■ニコニコ・ボックス
ニコニコ・ボックス委員会
＜阿部一郎君＞前回休みすいませんでした。妻の誕生祝あ
りがとうございました。本日の音楽例会楽しく拝聴しまし
た。ゲスト参加の交換生 藤舘さん・小原さん・セレナさ
んと米山奨学生のミャクマルドルジさんありがとう。

・フランス：セレナさん
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
1 週間前に種市へ行って来ました。オリンピアンも来て
いて、とても面白かったです。少しレスリングをしました。
柔道オリンピアン（杉本美香さん）とちょっと練習をしまし
た。二人は来年、アメリカに行くと思いますが、ガンバレ。
編集制作
□伊藤隆規米山奨学生委員長より
【クラブ会報委員会】
先日宮城で行われた米山研修セミナーで花泉 RC がカウ
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 AD 橋川秀治・鹿討康弘
ンセラーの富士大生ミャクマルドルジさんの流暢な日本語
のスピーチをお聞きし、その後お話しをしたら花巻在住と聞
ガバナー月信 11 月号他より転載
き是非当クラブでもお話しいただき、交流が出来ればと思い
地区青少年交換選考試験の様子が掲載されておりますのでご紹介
お誘いして来て戴きました。ありがとうございます。
します。遅ればせながら地区交換来日生の記事も・・・。

□花泉 RC 米山記念奨学生

富士大経済学部修士課程 2 年

花巻市在住：ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジさん
モンゴルが祖国です。相撲はできません。
中学校を卒業するまで 16 年間、モンゴル
で暮らしていました。高校から大学を卒業
するまで 10 年間は韓国に住んでいて、
その後日本に来て 2 年がたちました。
今年の 4 月に米山奨学生となりました。
米山奨学生として、皆様との交流を深めて参りたいと思いま
す。今回お誘い頂きありがとうございます。
日本に来た理由は韓国の大学の図書館で夏目漱石の『それ
から』を読んで、日本語や日本文化に興味をもちました。
日本語の本で『それから』を読めるようになることが目標で
す。韓国で日本女性に出会い結婚することができました。
花巻の女性で花巻に来ることになりました。よろしくお願い
いたします。

□三田会長より
彼の奥さんの自宅があり、花巻に住んでおられます。当ク
ラブではコウ・シヘイさんをお世話している関係で、地区の
米山の委員会で協議した結果、花泉 RC で引き受けて頂くこ
とになった経緯があります。毎月、1 時間かけて花泉 RC の
例会に参加しております。花巻 RC ともいろんな機会を通じ
て交流を深めて頂ければと思います。

□佐々木史昭君より
もうすぐセレナさんは、私の家から花巻南 RC 千葉さんの
ところへホームステイ先が変わります。当クラブへ戻ってく
るのは来春になります。新しいホームステイ先でも楽しんで
下さい。皆様のサポートも今まで通りお願いいたします。藤
舘さん小原くん派遣に向け頑張ってくださいね。

