
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２月 RI月間テーマ【平和と紛争予防/紛争解決月間】 

2 月より時程が、通常に戻っております 

12：30～例会開会点鐘～食事～例会再開 

第3128回例会  2019年2月12日(火) 
 

 
                                       
 

 

※ビジター様より事前にご連絡をいただきましたので掲載しております。 
 

 
 
◆3/1(金)平成 30 年度卒業式について(ご依頼) 

岩手県立花巻北高等学校 校長 菅野 慎一 様 

◆2019-20 年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い 

(一社)ﾛｰﾀﾘｰの友事務局 様 

◆「子供の貧困対策ﾏｯﾁﾝｸﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ」資料送付のご案内 
㈱電通ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ 様 

◆3/10(日)2019-20 年度会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ(PETS)ご案内 
RI 第 2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 鈴木 賢 様 

◆4/20(土)21(日)RI 第 2520 地区地区大会ご案内 
◆ｸﾗﾌﾞ活動奉仕･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等の写真(ﾃﾞｰﾀ)のご提供について 

以上、ｶﾞﾊﾞﾅｰｴ事務所様 
  
 
 
2/19(火) 3129 回 ゲストスピーチ  

花巻市教育長 佐藤 勝様 
2/26(火) 3130 回 米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん 
     ゲストスピーチ 山口叔子パストガバナー 
             担当：谷村仁君 / 橋川秀治君 

【 3 月 月間テーマ 水と衛生月間 】 
3/5(火) 3131 回 慶祝・クラブ協議会 

【次年度各委員会委員選出】 担当：鹿討エレクト 
3/10(日) 2520 地区 PETS(仙台)     鹿討エレクト 
3/12(火) 3132 回 花巻 RC 奨学生卒業報告 
             担当：花巻 RC 奨学生委員会 
3/19(火) 3133 回 (ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会中止) 
      (予定)会員卓話     担当：上田 穣君 
3/21(木/祝)第 2 分区インターシティミーティング in 前沢 
 
※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 
今月はロータリークラブが発足 

した記念の月です。2 月 23 日、 
シカゴで初めてのロータリーク 
ラブのミーティングが開かれた日です。 今日は国際奉仕
委員会 佐々木 委員長 が準備をしてくれました。 
今までは高橋健会員や下坂会員に、それぞれのロータリー
についてのお話をしていただいておりました。 
先週の土曜日は、第 12 回の雨にもマケズ朗読全国大会

を初めて拝見しました。 佐藤良介会員も商工会議所代表
で審査員をされていました。全国から 14 組の方が参加さ
れており、趣向を凝らしたパフォーマンスで朗読していま
した。英語や韓国語での朗読や音楽に合わせ踊りを取り入
れたものも。最優秀賞は一関一高の 2 人の高校生で、詩を
歌で表現したものでした。受賞後のインタビューも堂々と
「アナウンサーを目指してます。その時また！」とリップ
サービスも多彩で満場の拍手でした。貴重な時間でした。
今日から例会時程が戻ります。宜しくお願いします。 
 
 
      
    
ホテル花城        

『間八のカマ焼き』 
 
 
 
 
□米山記念奨学会感謝状 三田会長より、代理贈呈しました。 
 米山の歓送迎会に於いて、伊藤委員長が出席し阿部一郎君
への感謝状を預かってきていただきましたので贈呈します。 
 
『貴殿は(公財)ロータリー米山記念奨学生のカウンセラ
ーとしてご奉仕くださいました。 
日本と世界の信頼が益々深めら 
れることを願っています。 
ここに貴殿のご尽力に対し深く 
感謝の意を表します』     

理事長 斎藤直美代読 
 

 
 
 
 
【要 旨】国際ロータリーは 1905 年 2 月 23 日スタート
しております。 
今日は国際ロータリーの事業の中で、私が関わってい

る地区の青少年交換委員会について少しお話しようか
と思います。青少年国際交換プログラムは RI のもっと
も代表的なプログラムの一つで、世界で 100 か国以上が
参加しております。 毎年 8000 人を超える留学生が、 

◆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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◆3127 回 例会の概要 

 

 

 

◆クラブフォーラム 『 RI 創立記念日に因み 』 
・・・地区青少年交換委員会の活動の紹介・・・ 

佐々木国際奉仕大委員長/地区短期交換委員長 

 

 

  

 

 

 
□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 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ：東京小金井 RC 清水輝明君(司法書士) 
   (小山田君友人)・・・・・・バナー交換 

□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 
□会員卓話          担当：小山田泰彦君 
 
□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 
 

 

◆米山記念奨学会より感謝状  
ｶｳﾝｾﾗｰ阿部一郎君 
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セレナのような立場で、長期短期 
の交換留学をしております。 
基本的に各地区同士の個別契約 

プログラムが主で RI は関与して 
いません。特にも長期は世界中で 
危機管理が課題となっていて日本 
では別法人 RIJYEM という組織を 
ロータリーとは別に立ち上げ、サポートをしております。
交換事業へは、地区予算より 600 万程度支出されており
ますが、足りない状況でクラブへ負担をお願いしている
状況。 
長期派遣は 8 月後半から翌年 7 月初までの 1 年。2520

地区の毎年 5 名程度、アメリカ 5 地区、フランス 1 地区
へ派遣し地区はほぼ固定。地区委員長が英語でのやり取り
で物事が決まっていくので、新しい地区とのやりとりはリ
スキーなので固定となっている。 
短期は 1977年からオクラホマと 2週間 10人程度で実

施している。3 月派遣 6 月受入。オーストラリアとは東日
本大震災の支援を機に、10 名以内で派遣のみとしている。
ブリスベンは通学環境が整っている。 
年間事業のおおよその流れは、以下の通り。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 月 新年度募集要項決定し、地区内全高校へ応募開 
8 月 送り出しと受入。受入は 2 日間のオリエンテー 

ション 
10 月 派遣選考会/個別面談他 当日にすべて決定する。 

花巻地区の受入れ評価は高い、積み重ねが肝心 
11 月 第 1 回オリエンテーション 
1 月 第 2 回オリエンテーション 英語漬け合宿。英語 

がある程度できないと挫折してしますことも 
2 月 第 3 回オリエンテーション最終段階（余興練習） 
3 月  オクラホマ、オーストラリア短期派遣や白馬オリ 

エンテーション、スプリングキャンプ 
来ている生徒のフォローと次に行く生徒の教育。 
英語力向上や ROTEX 同窓会で経験談。 

5 月 受入生の東京研修会。次年度募集要項決定。 
ビザ発給書類チェックが大変(書類ﾁｪｯｸのﾋﾟｰｸ) 
★再び巡る、委員会のエンドレスルーティン 

6 月 世界大会 新しい地区とのマッチングの機会 
      2520 地区はオクラホマ受入 
という流れで動いております。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
現在今年のオクラホマ受け入れ計画の策定中で、3 つの

プログラムを７~８人で策定しているので大変です(^^) 
受入地区、クラブが限られている事や委員会の中で英語が
できる人が揃っているがゆえに過程がシステム化されて
いないのが課題。加えて受入意欲が高いクラブへ偏りがち。 
派遣意欲が高い生徒と地域の受入体制がマッチしなけ

れば成立しにくい。例、北上は生徒の派遣意欲が高いが、

受け入れができない。花巻北高から言っている派遣性は北
上出身者が多く、それを花巻で面倒みている状況。地区補
助金が８０万と少なく、受入クラブやホストファミリーに
ご面倒をおかけしているのが現状。実質１００万程度かか
ります。 
というところで、皆様のご理解とご協力を引き続きお願

い致します。ありがとうございました。 
 
 
 

34 人中 15 人出席  出席率  53.5％ 
    前回修正 53.5％ 

 
        

 
 
 
 
 
＜鹿討康弘君＞佐々木史昭君、貴重なスピーチありがとうご
ざいます。勉強になりました。2 週間咳と鼻水が止まりま
せん。処方箋も効きません。副鼻腔炎かもと橋川君に言わ
れました。明日から出張。予約してから行ってみます。 

＜橋川秀治君＞2 月は誕生日、妻誕生日、入会記念とトリプ
ル慶祝。そうとわかっていたら入会だけでもずらせばよか
った。。。今から何とかなりませんか・・・(^^) 

＜吉田和洋君＞来週は出張でお休み。佐々木史昭さんに会場
監督お願いしました。よろしくお願いします。 

＜三田 望君＞創立記念日講話、ありがとうございます。RI
創立 114 年目。ロータリーも易・不易で様変わりしつつあ
る様に感じます。 

＜阿部一郎君＞立春を過ぎ、暖かくなるかと思うと、急に寒
くなり体調管理が狂います。これからは花粉も飛び始めま
す。皆様、十分体に気を付け過ごしましょう。元気が一番。 

＜上田 穣君＞先週末今年 5 回目のスキーにセレナと孫たち
3 人を連れて鉛スキー場へ。セレナはスノボデビューだっ
たので、リフトが短くコースがガラガラでピッタリ。セレ
ナの運動能力・適応力はスゴイ。年バッジありがとうござ
います。 

 
 ※一部、割愛しているところもございます。ご了承願います 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
①≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫  
 
②花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会 
開催中止のお知らせ 
今年度、3 月 9 日(土)10 日(日)での開催を予定してお

りましたが、同日会場の花巻市総合体育館を女子バレーボ
ールのプレミアリーグ県内開催のために譲ることとなり、
会場を使用することができなくなりました。また、その日
以外小学生は卒業式等の関係で日程が取れないため、残念
ですが今年度は中止となります。ご了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■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・・・2 月 2 日(火)米山奨学生を囲む会歓送会 

                  伊藤(隆)米山委員長 

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 

 

 

 

  

 


