
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 月 RI月間テーマ 「水と衛生月間」 

11：30～理事会 

12：30～例会開会点鐘～食事～例会再開 

第 3131 回夜例会  2019 年3 月5 日(火) 
 

 
                                                             
 

 
 
◆3 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ   1 ㌦=110 円     RI 日本事務局経理室様 
◆ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市･花巻市姉妹都市提携 25 周年記念誌送付 

記念事業実行委員会会長 花巻市長  上田東一様 
◆3/10(日)2019-20 年度会長ｴﾚｸﾄ研修セミナー(PETS)に 
おけるｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝについて   ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所様 
 
 
《会員誕生》高橋 豊(2)・阿部一郎(5)・下坂和臣(11) 

 高橋典克(14)・小原紀彰(15)・伊藤隆規(21)・鹿討康弘(29) 

《在籍年ﾊﾞｯｼﾞ》該当者なし 

《夫人誕生》佐々木啓子(2/史昭)・浅沼葉子(3/幸二) 

 下坂琴音(4/和臣)・小山田智美(12/泰彦)・川口倫子(17/悟) 

《結婚記念日》戸来昭浩/修子(9)・笹木賢治/修子(13) 

 鹿討康弘/つぐみ(14)・伊藤隆規/和子(16)・下坂和臣/琴音(23) 

※結婚記念日当日ご自宅へケーキをお届けします 
 
 

【3 月 月間テーマ 水と衛生月間】 
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 会員卓話(調整中)学習障害解決へ～ 

県立花巻北高等学校の取り組み 担当：下町壽男君          
3/21(木/祝) 第 2 分区インターシティミーティング in 前沢 
3/26(火)3134 回 工事中 
※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 
今日は、山口 PG をお迎えしての 

例会です、またコウ・シヘイさんも 
いよいよ 3 月いっぱいで卒業する 
予定と思いますが論文は追い込み？ 
既に採用予定の会社で試用経験を積まれているという事
ですからホットしております。頑張ってください。 
本日のゲストの山口 PG と盛岡滝ノ沢 RC とは、いろん

なご縁が花巻クラブとはありまして。なんとなくご縁が深
いなあと思っております。このたび 7 月に盛岡で山口 PG
が主催するイベントに当クラブの谷村仁さんの特筆した
才能を、そのイベントでのお手伝いに依頼された事にも感
謝いたします。何かお手伝いができればと思っております。    
さて、先週は盛岡南RCの80周年に出席してきました。

10 年の戦時中のブランクはあるようですが、岩手では最
初、東北では 3 番目のクラブとして発足したようです。改
めて 80 周年とうい長い RC 活動へ敬意を表します。RC
の歴史に深い感慨を覚えました。 
 
 
       
ホテル花城        

『海老のチリソース』 
 
 
 
 
今月は修士 2 年依頼一番忙しい時期でした。修士論文と

審査の発表が無事に終わりました。半分は安心しましたが
半分は語学の判定がきていないので不安もあります。去年
日本の会社から内定をもらい、台湾に配属されたことがわ
かりました。結果として帰国です。帰国したらどこの支
店？とか住居とか、様々な手続きが待っています。 
 
 
 
 
 
 
 

2 年間大変お世話になりました。感謝でいっぱいです。
楽しい時だけでなく悩んだ時もありましたが、いつも花巻
RC の皆様はいつも一緒にいてくれて、サポートしていた
だき心から感謝しています。阿部カウンセラーにも、いろ
いろお世話いただき感謝しています。ありがとうございま
す。 
日本に留学することが夢でしたが、兄弟等経済的な理由

で困難もありました。留学の機会をいただいて RC に感謝
しています。この恩を忘れず、帰国しても仕事も自分の目
標に向け努力します。いつもありがとうございます。 

 

◆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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◆3130 回 例会の概要 

 

 

 

□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・ビジター他 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 
□クラブ協議会・・・次年度各委員会委員選出 
           担当：鹿討会長エレクト/副会長 
□卒業スピーチ 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
      担当：米山奨学生委員会/米山カウンセラー 
□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 
 
 
 

◆3 月 慶 祝           【敬称略】              

◆米山奨学金贈呈     コウ・シヘイさん  
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お久しぶりです。今日は 
お願いに伺った次第です。 
メインは小児科医ですが、 
いろんな事をしておりまして、 
県の医師会の常任理事の頃は 
震災後県の教育委員会の会議 
では県 PTA 副会長だった 
吉田さんと一緒に活動しましたし、 
ついこの前は【みらい図書館】のお手つだいもしているの
ですが、そこで橋川さんのお名前を見つけ、橋川さんが大
塚製薬さんの方と分かり、今は大塚製薬さんと【みらい図
書館】という NPO で子供たちの“キャリアアップ”のお手
伝いをしております。ご援助をいただきながら行っている
事業ですが、震災後の頃は各方面より様々なご援助をいた
だけておりましたが、時間がたった近年はなかなか運営も
難しい状況になってきており周りの方に支援をお願いし
たいとお声をかけさせていただいていた時に、大塚製薬さ
んの話がでてきて橋川さんのお名前をお聞きしました。 
事業の中でバルーンアートの話があり、そう言えば花巻

RC へ伺ったときに橋川さんが、バルーンアートの話をし
ていたのを思い出し、作ることができる方だったかなと思
いその腕をお借りしようとの発想になりました。しばらく
して橋川さんからメールをいただき、貴クラブの谷村仁さ
んをご紹介いただきました。   
お手伝いをお願いしたのが、パンフレットをご用意しま

したが、『第 29 回病児保育全国大会 岩手』を、盛岡の
マリオスをメイン会場に開催することになりました。7 月
14 日、15 日です。病児保育とは、病気で保育園に預かっ
てもらえない子、例えば今日熱が出たとか咳がひどいとか
夕べ眠れなかったとかいろんな子がいます。恒常的ではな
いのですが、普通の保育生活に支障がある子を一日病院の
2 階の病児保育室で『キッズケアルーム』を運営している
のですが、その全国組織での大会をやることになりました。
実は私も前述の医師会の理事の仕事やロータリー、そして
自分の病気治療とかで、しばらく関わっていなかったので
すが、久々に出席した新潟大会で、そろそろ東北でという
話が出て、私は人ごとのように聞いておりましたら、いつ
のまにか出席者から立地面も含め盛岡の声が上がり、周り
を見渡したら盛岡は私だけで受けざるを得ない状況下に。
小児科医師会の会長へ相談したら、“お受けしましょう”
の話があったのが３年前でしたが、いよいよ開催の年にな
ってしましました。1200 人規模の大会です。プログラム
の中で２日目の『体験型ワークショップ 病児保育の子供
たちと遊ぼう』という時間に、バルーンアートの作り方を
覚えるコーナーを設ける予定です。そこで谷村仁さんに講
師としてご活躍をいただきたいと考えております。是非花
巻 RC の皆様にもご参加いただければと思います。１日目
のシンポジウムでは、インクルいわての山屋理事長に講演
もお願いしています。山屋さんとは、貴クラブの IM 花巻
から繋がることができております。花巻 RC さんとの繋が
りや、花巻 RC さんを通じての繋がりが私にとっては、姉
妹クラブのようにとても身近に感じております。今後とも
よろしくお願い致します。改めてご案内をさせていただき
たいと思いますので、その節はよろしくお願い致します。 
★橋渡しの橋川さん。 
今回の件は全く予期しておりませんでしたが、いろいろ

と繋がってご縁をいただいており、驚いています。何かと
頑張ります。 
★谷村仁さん 
橋川さんより橋渡しされた、谷村です。先日ご指導に伺

いましたら、そこにいた方ののみこみが素晴らしく、やは
り語るより実践習得が早いということがわかりました。 
３月には練習開始です。宜しくお願い致します。 

 
 
 
34 人中 14 人出席  出席率  50.0％ 

    前回修正 60.7％ 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上田 穣君 

3 月開催の花巻 RC カップ小学生バレーボール大会は、
今年は中止です。その日全国を転戦している V リーグの
大会が開催会場の選定上で、急きょ花巻市総合体育館に決
まってしまったことによるものです。主催からは、RC カ
ップ出場予定の子供や監督さんには無料で大会観戦がで
きるように配慮していただきました。花巻ロータリークラ
ブも無料で来賓入場できます。人数確認がありますので、
お声がけください。3 月 9 日(土)/10 日(日) 
 
 
 
＜藤田勝敏君＞結婚岩のケーキありがとうございました。 

昨日、業界の新年会があり花巻温泉に一泊してきました。
東京からの来賓が雪の少なさに驚いていました。暖冬でガ
ス業界には痛手です。 

＜橋川秀治君＞本日は山口パストガバナーようこそおいでい
ただきありがとうございます。いつも笑顔で癒されます。
コウ・シヘイさん、社会人秒読み残り少ない学生生活を楽
しんで下さい。 

＜阿部一郎君＞山口パストガバナーには病児教育に関して貴
重なスピーチを「いただき、たいへんさんこうになりあり
がとうございます。コウ・シヘイさん留学期間あと 1 ヶ月
となりました。体に気をつけて最後の 1 ヶ月楽しんでくだ
さい。 

＜三田 望君＞山口パストガバナー本日は花巻までお出で下
さり、卓話ありがとうございました。ご縁に感謝します。
少しでもお力になれれば嬉しいです。コウ・シヘイさんス
ピーチありがとう。 

＜山口叔子パストガバナー＞お久しぶりです。いつも目をか
けていただきありがとうございます。これからもよろしく
お願いします。 

＜鹿討康弘君＞13：00 から花北青雲高校での企業ガイダン
スのため早退します。 

 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫  
 
風邪・インフルエンザが流行しております。 
お気をつけてお過ごしください。 

 
 
 
 

■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 

2/17(日)2019-20 地区セミナー        佐々木史昭君 

2/23(土)第 3 回ｵﾘｴｴﾝﾃｰｼｮﾝおよび ROTEX 同窓会について 

                          佐々木史昭君 

2/21(木)第 3 回ﾎｯﾄ市花巻市姉妹都市提携 25 周年実行委員会 

                      三田会長 

2/23(土)盛岡 RC 層知る 80 周年記念式典 三田会長/阿部幹事 

 

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 

 

 

◆ゲストスピーチ   
『 山口叔子パストガバナー(盛岡滝ノ沢 RC 』 

 

 

  

 

 

 

■お知らせ【中止】花巻 RC カップ小学生バレーボール大会 

 


