
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 RI 月間テーマ 「ロータリー財団月間」 
12:00～ 昼 食 
第 3118 回例会         2018 年 11 月 27 日 

 
 

                                                
 
◆暴力団追放啓発活動の実施について(依頼) 

花巻市防犯協会 会長 花巻市長  上田東一 
◆クラブ創立 60 周年記念式典並びに祝賀会の御礼 

      盛岡北 RC 会長 山地 信行 
 
 
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 
1 月 1 日(火) 正月休会 
1 月 8 日(火)3123 回例会  
 

■   
■会長の時間  三田 望 君 

□概要 今日は趣味、芸域が広い谷村
さんのお話を聞けるということで楽し
みにして参りました。また、ゲストと
してコウ・シヘイさんとセレナさんに
お越し頂きありがとうございます。 
コウ・シヘイさんは進路の方がほぼ確

定したということで良かったですし、セレナさんは今週末
よりホストファミリーが花巻南 RC へ変更となります。 
 先日、叙勲を受賞した髙橋豊君が出席しておりますので、
後ほどご挨拶を頂きたいと思います。例会終了後に会員増
強へ向けたファイヤーサイドミーティングを開催します
が、5 名ほどの会員獲得を目標としております。  
先日、京都の舞鶴に行ってきました。私にとっては第二

の故郷のような思いがある場所です。舞鶴では改修後の引
揚記念館を訪問して参りました。展望台からは舞鶴湾の一
番奥まった所に位置する引揚者が渡った桟橋を眺めるこ
とができます。湾の入口は狭く湾奥は広がる天然の良港で
軍港と引揚港が配置しております。私の父親は引揚船が舞

鶴港へ帰港する度に、手弁当で毎年引揚者をお世話するた
め舞鶴港へ通っておりました。多い時は 1 年で 5~6 回通
っていたそうです。この港や海、桟橋を見て私なりに父親
の想いを考えるための舞鶴行きは雨の中での見学となり
ましたが、私にとっては心に焼きつく想い出となりました。 
 翌日は桂離宮に行って参りました。入園するには東京の
宮内庁での手続き、登録が必要となります。1 回あたりの
入園は 20 人となりますが、入園する際には厳重なチェッ
クがありました。紅葉が最盛期で素晴らしい庭園を堪能し
てきました。 
 
■髙橋 豊君 御挨拶 

 平成 30 年の秋の叙勲で旭日小綬章を
受賞し、11 月 13 日に皇居へ参内して参
りました。現在、全国農業機械商業協同
組合連合会の会長という立場にあり、業
界を代表しての受賞であったと思います。
多くの先輩、関係者、支援を下さった皆

様方に心から感謝申し上げます。 
 農水省で受付し、国会中のため大臣に代り、事務次官か
ら勲記(賞状)と勲章を授かりました。休憩後、軽食(小さ
なお弁当)を頂き、その後バスで皇居に移動しました。豊
明殿では運よく前列に位置し、天皇陛下より慈愛に満ちた
暖かいお言葉を頂戴しました。平成最後の叙勲でもあり、
貴重な経験を致しました。多くの皆様方に大変お世話にな
った御蔭であり、これを励みにこれからも頑張って参りた
いと思います。 
 
■米山奨学金贈呈 奨学生 コウ・シヘイさん 

 みなさん、こんにちは。最近、朝と夜
の温度変化が大きく、着る服に困ってい
ます。前月末に内定を頂きました。いつ
も、応援してくれた皆様へ感謝します。
また、会社のマネージャーと昼ごはんを
食べながらいろんなお話を聞き、これか

ら３年の目標を設定しました。今は来週の卒論予備審査の
ため、毎日発表の準備をしております。 
 
■青少年交換留学生 セレナ・ラムダニさん 

 3 か月前に日本に来て、いろんな場所
に行きました。たくさん日本語を覚えま
した。最初はローマ字を読むだけのスピ
ーチでしたが、今は自分でスピーチが出
来ます。皆さんの御蔭です。橋川さんと
は一緒に種市高校へ行きレスリングをす

ることが出来ました。史昭さんの家族とは京都に行きまし
た。古い有名な場所に行きました。たくさん写真を撮りま
した。漢字はちょっと読めます。まだ十分ではないので、
これからもいろいろと勉強します。頑張ります。 
 
      
     ホテル花城        

『天ぷら盛合わせ木の子の炊き込みごはん』 
 

                  
                                                   
 

◆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 
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◆3117 回 例会の概要 

 

□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 
□クラブフォーラム『ロータリー財団月間』に因んで 
   講話：第 2520 地区ロータリー財団委員長  

ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ小野寺則雄様(二戸 RC) 
 
□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 
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三部構成で郵便局と私個人のお話を

させて頂きます。 
★2019 年用年賀ハガキデザイン紹介 
今年の年賀状の特徴についてお話さ

せて頂きます。 
＜無地(単面・くぼみ入り・四面連刷)＞ 
 料額印面の門松にはイノシシが描かれた扇を添え、消
印部分のしめ飾りにもイノシシをあしらいました。くじ
部分の鏡餅も、上段にイノシシが隠れています。 
＜無地(インクジェット紙)＞ 
料額印面の富士山に駆け上るイノシシには、亥の字が

隠れています。消印部分は亥の字をかたどった松竹を描
き、くじ部分は富士山の傍らに、初日の出と雲で亥の字
を表現しました。 
＜無地(インクジェット写真用)＞ 
 料額印面のイノシシの毛は、16 個の「シシ」(4×4)で
表されています。消印の「亥」の字は、よく見ると「イ
ノしシ」の 4 文字で出来ています。boar(英語でイノシシ)
の文字で描かれたイノシシの目と鼻が特徴です。 
＜絵入り「寄付金付」全国版＞ 
 料額印面の亥の字の中にはイノシシと富士山がかくれ
ています。消印部分のイノシシも毛並みが亥の字。くじ
部分は「2019」の数字と初日の出、水平線で亥の字を表
現しています。 
＜スヌーピー年賀はがき＞ 
 2019 年にちなみ 19 個の足跡が隠れています。そのう
ちのひとつは、干支にちなんでイノシシの足跡になって
います。 
＜ディズニー年賀はがき＞ 
 隠れミッキーがちりばめられた、年賀葉書オリジナル
デザインです。 
＜オリジナル(大)・(小)＞ 
 料額印面はおめでたい松竹梅の模様。中央の松はイノ
シシの顔になっています。 
★平成最後の年賀状「31.1.1」記念押印サービス 
 平成最後となる 2019(平成 31 年)年の「年賀はがき」 
や「年賀切手」等に、東北各県ごとにデザインした記念 
日付印を押印するサービスを実施いたします。 
★赴任地での思い出について 

1.2001 年 4 月～2003 年 3 月:福島県本宮市 
 ・驚いたのはラーメン店の多さです。 
 ・ソースカツ丼を初めて柏屋さんで食べました・ 
 ・アソヒビール園福島本宮典でビールの本当の美味し

さを知りました。 
 2.2003 年 4 月～2005 年 7 月:福島県相馬市 
 ・昭和 50 年代の労働組合の存在に驚きました。 
 ・相馬の 2 年間で一生分のカニを食べました。 
 3.2005 年 7 月～2006 年 7 月:山形県山形市 
 ・驚いたのは兎に角温泉が多く熱いこと 
 ・山形といえば芋煮会の多さです。 
 ・山形県民のソウルフードといえば青菜漬です。 

4.2006 年 7 月～2008 年 3 月:青森市 
 ・未だに津軽藩と南部藩が覇権争いをしているのは驚   
  きました。ラーメン、焼きそば、こだわりの蕎麦屋

が多くありました。 
5.2008 年 4 月~2012 年 3 月:宮古市 
・東日本大震災を経験し人生が大きく変わりました。 
6.2012 年 4 月~2014 年 3 月:北上市 
・初めてロータリークラブに加入しました。マジック
バルーンの作り方を覚えました。 

7.2014 年 4 月~2015 年 3 月:郡山市 
・ラーメン三昧の日々でした。お勧めは喜一の塩ラー
メン、まこと食堂、古川農園です。  

8.2015 年 4 月~2017 年 3 月:須川市 
・週末は栃木、茨木、新潟、富山に出かけていました。  
 かまや食堂、らーめん・うさぎ、ふくふく、要屋が 
 お勧めです。 
9.2017 年 4 月~現在:花巻市 
 地元に戻してくれと申告したところ、初めて希望ど
おりにしてくれました。 

 
  

33 人中 １５人出席  出席率  53.5％ 
    前回修正  64.2％ 

 
        

 
 

  
 
＜三田 望君＞誕生祝ありがとうございます。この頃になる
と歳を数えるのも疲れましたので万年 60 歳で行こうと思い
ます。コウ・シヘイさん、セレナさん、参加ありがとう。   
谷村さん、為になる話をいつもありがとうございます。 
＜鹿討康弘君＞11 日に鳥谷崎神社で孫悠璃の「七五三詣で」 
を行いました。まさに「孫にも衣装」で袴姿の孫はとても立 
派でした。稲田宮司の祝詞が始まったとたん、隣に座ってい 
た孫が「おしっこ!!我慢できない!!もらす!!」と言われた時に 
は焦りましたが、何とか無事にすみました。 

＜阿部一郎君＞本日は谷村さんの卓話興味深く聞かせて頂き
ました。御苦労様でした。コウ・シヘイさん、面接していた
会社より内定が取れたとのこと。まずは一安心です。これか
ら寒くなりますので、カゼに注意して下さい。セレナさん、 
今週末に佐々木宅から千葉宅に移動するとのこと。環境が変 
わりますが、元気に過ごして下さい。 
＜髙橋豊君＞11 月 13 日農水省で叙勲の伝達式が行われま 
した。バスで皇居へ向かい、豊明殿で天皇陛下に拝謁しまし 
た。慈愛に満ちた優しい笑顔でお言葉を賜りました。感激、 
感動です。一生忘れられない日となりました。多くの皆様方 
に心より感謝申し上げます。 
＜佐々木史昭君＞セレナが今週土曜日に我が家を去り、千
葉功さん宅に移ります。あっという間の 2 カ月半でした。 
最初こそ、英語でコミュニケーションしていましたが、すぐ 
普通の日本語のやりとりとなり、フランス人らしい自立した 
行動、誇りとプライド、芸術的なセンスなど、多くのことを 
勉強させてもらいました。 
＜橋川秀治君＞しばらく経ちましたが、結婚記念日のケーキ、 
ありがとうございました。当日は休みをとりケーキを受け取 
って、遅めの紅葉刈りを楽しんで来ました。きのこを探して 
下を見てばかりのヘンテコなクセのついた家内の姿に何と
も言えない一日でした。 
＜上田穣君＞すみません。仕事の打ち合わせが、午後 1 時 
からあるので早退となります。 
＜谷村仁君＞本日は私のつたない卓話をお聞き頂きありが
とうございました。今日は 15 時 30 分より北洲リフォーム
さんとリフォームの本契約を結ぶ運びとなっております。 
何とか 1 月末の完成を目指しております。 
 
 
 
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 

 

 

◆出席報告 出席委員会 

 

メーキャップ 

11/14（水）ホストファミリー引継ぎ打合せ  

佐々木 史昭君 

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 

 

 

◆会員卓話 社会奉仕委員長 谷村 仁君 

  

 

 


