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12：30～例会開会

第 3132 回夜例会

2019 年 3 月 12 日(火)

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□12：30 開会点鐘

□ロータリーソング斉唱
□ゲスト・ビジター紹介
□本日のプログラム、メニュー紹介
□会長の時間

三田会長
幹 事
親睦委員会
三田会長

□花巻 RC 奨学生卒業報告
いずみさわ

の ぞみ

県立花巻北高等学校 3 年 泉 澤 希美さん
校長 菅野 慎一 様
担当：花巻 RC 奨学生委員長 佐藤良介君
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会 長：三田 望
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例会日：毎週火曜日12:30~13:30
会場：ホテル花城 0198-22-2333
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思います。
ニコニコボックスが 72 万程になっております。
瀧田屋さんからぬくまる食堂にもという事で、多くのボッ
クスを頂戴しました。ありがとうございました。3 月 20
日に春のぬくまるアカデミーを開催します。改めてご案内
をさせていただきますので、ご協力をお願いする次第です。
今回は、花北青雲高校の情報工学科の生徒たちが講師にな
って工作をします。会場は、なはんプラザでの開催となり
ます。よろしくお願い致します。終わります。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『

天 重 』

◆クラブ協議会

次年度委員会委員選出
会長エレクト 鹿討康弘君

□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

慌てて皆様にお願いをさせていた
だきましたが、心良くお引き受けい
ただきありがとうございました。感
謝を込めて発表します。こういった
布陣で会員増強・会員拡大・会員充
実を図り、より良い花巻 RC 活動を
幹 事
して参りたいと思いますのでよろしくお願い致します。
【盛岡 RC 会長坂本広行様】
以上、報告させていただきます。

◆幹事報告

◆盛岡 RC 創立 80 周年記念式典御礼
◆①MｙRotary 登録と活用について
②RI 第 2520 地区会員及びご家族のための韓日親睦第 3640 地区
大会参加コースのご案内
以上【ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様】
◆花巻友好都市交流委員会情報誌『ひと花』第 16 号送付について
友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業計画について(照会)
【花巻友好都市交流委員会会長 佐藤良介様】
◆2020 年度 RC 年次大会に関するお伺い 【地区 GN 伊藤智仁様】
◆次年度(2019-20)雑誌委員長への【友】誌送付について
【(一社)ロータリーの友事務局様】
◆①平成 30 年度卒業式について(御礼)
②平成 31 年度入学式について(ご案内)
以上【県立花巻南高等学校 校長菅原一成様】

プログラム委員会
【3 月 月間テーマ 水と衛生月間】

◆今後のプログラム

3/19(火)3133 回会員卓話 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
ゲスト:花巻北高等学校 山口幸強君・美香様(お母様)
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) 米山奨学生 ミガ君卒業スピーチ
4/2(火) 慶祝・インターシティミーティング前沢報告
4/9(火) 会員卓話 担当：上田 穣君
※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。

◆3130 回 例会の概要
■副会長の時間

鹿討康弘君

先日に引き継き、三田会長から突然
依頼されました。今日は盛りだくさ
んのプログラムですので何も心配せずに短くいきたいと

◆ゲストスピーチ

オクラホマ短期派遣生
県立花巻北高等学校 1 年 小原春生君
3 月 15 日から行ってきます。オク
ラホマはアメリカの真ん中の下側
にある州で先住民が強制的に移住
させられた街という歴史背景があ
るところです。初めての海外研修
で、緊張と不安がありますが行っ

た先で自分になにか取り込めるように、取り組んできたい
と思います。
□花巻 RC より
花巻 RC バナー5 枚贈呈します。行った先でご利用下さい。

◆ラスト・スピーチ

米山奨学金贈呈
地区米山奨学生 コウ・シヘイ(黄思萍)さん

【要

旨】卒業・就職報告と御礼スピーチ

2 年間の留学生活で、私は沢山の貴重な経験を得ました。
最初は 3 つの経験についてストーリーを分かち合いたい
と思います。

きたいです。この留学の機会は私にとって成長を与えてく
れて皆さんに本当に感謝しています。この間、お世話にな
りました。本当にありがとうございました。機会があれば
是非台湾にも遊びに来てくださいね。
□花巻 RC より花巻 RC バナーと花巻の記念品を贈呈。
記念品【銀河夢小紋ハンカチ・フクロウ文鎮香台
雨にもマケズ詩全文・賢治シルエットタイル】

◆出席報告

34 人中 13 人出席

出席率 46.4％
前回修正 53.5％

※出席率 60％以上が規定で定められています。ご留意願います。
メーキャップ

一つ目は“百聞は一見に如かず”です。ずっとこの言葉は
知っていましたが、留学してから本当の意味が理解できま
した。留学前にニュースなどのメディアを通してこの世界
を見ました。しかし、実際に他国の人たちと交流したら、
以前思っていたのと違ってました。物事はいろんな面があ
って、留学することを通し私は自分の耳と目で物事が体験
できて時々震撼されて感動されました。
二つ目は自分が楽だと感じるコンフォートゾーンを抜
け出すのではなく、そのコンフォートゾーンを広げること
です。だんだんコンフォートゾーンに対する考えが変わっ
てきました。また、病気の時は一番嫌いでした。自分の症
状の日本語を調べることやお医者さんの長い診察は対応
が難しいです。でもこの経験のおかげで新しい留学生が病
気になった時、自分が手伝えます。病院に付き添い通訳も
しました。
次は就職の話。台湾には就職活動という言葉はありませ
ん。企業についてはウェブサイトで掲載され説明会はあり
ません。日本の就職活動を通して台湾と日本の就活の違い
を体験し、日本の就活文化を深く認識し、日本の学生の就
活期間の苦労も知りました。私の専門は台湾では工学と芸
術学の中間です。AI の時代に AI に一番取って代わり難い
のは、この想像力と芸術の鑑賞力と思います。これから仕
事の会社のプロダクト開発の部門に入ることを目指して
進みたいと思います。留学中にいろいろな体験をしながら、
だんだん自分の問題や困難の対応力が向上できて、自分の
コンフォートゾーンも広げるようになりました。十分な広
さのコンフォートゾーンがあればどのような事に遭って
も解消できると考えて、積極的に参加しています。
最後の一つ得た経験は、異文化に対する理解を努力しな
いといけない事です。自らの反省の繰り返しに異文化間の
コミュニケーションを妨げるものは自分の文化やそのや
り方からの考えだとわかりました。異文化と交流する時、
持っている歴史知識の広さはとても重要と思います。留学
してから実は歴史はとても重要な科目と感じました。異文
化とコミュニケーションの時、私が学んだのは自分の意見
を置いて、相手の考えを聞くこと。様々な文化や立場の理
解と多様な考えの重要性を深く感じて、相手を知ろうとす
る真摯な努力は不可欠と思います。
最後に私が話したいことは、どのような人になりたいか
です。一つは未知な物事に好奇心を持ち学び続ける人。
二つ目は皆のためになる人になりたいです。留学期間中に
多くの人にお世話になったり、手伝っていただきました。
皆さんがいなければ私はここに居ませんでした。米山奨学
生になってから、皆さんから大変お世話になって、奉仕の
精神も学びました。
私は世界平和の推進に貢献する人になりたいです。私は
それを目標として継続的な現状を改善する力になってい

出席委員会

【敬称略】

2／12 ぬくまる食堂 橋川秀治
2／26 ぬくまる食堂 橋川秀治・鹿討康弘・谷村仁
2／27 花巻北 RC 例会
伊藤隆規
3／1 花巻北高卒業式 阿部幹事
花巻南高卒業式 三田会長

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

＜上田 穣君＞先週の土曜日網張温泉スキー場で楽しんでき
ました。もちろん妻も一緒です(^^)頂上はまだ充分に大丈
夫でも下の方はザクザクで春スキーのよう。山形の樹氷も
小さかったけど、網張は全くでした。2 日間晴天で素晴ら
しい景色を楽しみました。
＜立花徳久君＞2 日花巻東高校の卒業式でした。卒業生名
239 名のこれからの活躍が楽しみです。
＜佐々木史昭君＞12 日から 8 日間 6 人の高校生を引率し、
ブリスベンに行きます。現地は最低 20℃最高 27℃の気候。
各自 5 日間ホームステイをし中心部の私立高校へ通い留学
体験をします。12 日・19 日は欠席となります。
＜吉田和洋君＞コウシヘイさん卒業・就職おめでとう。台湾
で頑張ってくださいね。小原君、短期派遣楽しんで下さい
ね。鹿討エレクト、段々その時が近づいてますね・・・。
＜三田 望君＞盛岡で会議の為早退です。コウシヘイさんの
卒業スピーチ聞けず残念です。新天地での活躍に期待しま
す。短期留学する小原君、楽しんできてください。鹿討の
代筆でした。
＜阿部一郎君＞コウシヘイさん 2 年間の留学生活ご苦労様。
色々な経験を今後の人生に生かしていく事をご祈念します。
3/26 より台湾での日本企業へのお勤めスタート。自分を信
じ頑張ってください。短期でオクラホマへ行く小原君、10
名中男性 1 人とか。女性に負けない底力を期待します。
本日で 59 歳です。誕生日ありがとうございました。
＜鹿討康弘君＞コウシヘイさん、今日でお別れですね。寂し
くなります。出世しても花巻 RC 会員を忘れないでね。小
原君、初めての海外オクラホマでの経験を生かして、将来
海外で活躍するようになっても花巻 RC を忘れないでね。
＜立花徳久君＞先日久々にコンサートに行ったら、後ろの席
にはニコニコ顔の鹿討君がいました。多分 10 年ぶりの
TOTO でした。その後飲み会で 3 件ハシゴし疲れました。

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≫
3 月 20 日(水)11：00 ぬくまるアカデミー春 開講
会場：なはんプラザ 講師：花北青雲高校生
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

