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12：30～例会開会

第 3133 回例会

2019 年 3 月 19 日(火)
進行：会場監督 S.A.A

◆例会プログラム
□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
□ゲストスピーチ
担当：下町壽男君

『読み書き配慮プロジェクト』
花巻北高等学校の取組み
県立花巻北高等学校 山口幸強君・美香様(お母様)
□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

◆創立 50 周年記録紙送付

北上西 RC 会長

◆2018-19 青少年交換(短期)ｵｸﾗﾎﾏ派遣旅程

小林輝夫様

ガバナー事務所様

◆2019 年ロータリー国際大会投票代議員用書類

RI データサービス部様

◆ハイライトよねやま Vol.223(公財) R 米山記念奨学会様

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

3/21(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
4/16(火)会員卓話 担当：稲田典之君
4/23(火)観桜会・歳祝合同夜例会(菊の会) 会場調整中
担当：親睦委員会
※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。

◆3132 回 例会の概要
■会長の時間
□概要

三田

望 君

菅野校長先生はじめ３名の奨学生の皆さんようこそおいで
いただきました。今日は楽しみにしております。泉澤さんに
於かれましては大学合格ということでおめでとうございま
す。先日の日曜日上田君の取り計らいでバレーボール協会が
毎年開催しておりました、花巻 RC カップ小学生親善バレー
ボール大会が V リーグ A クラスのリーグ戦を岩手で開催する
にあたり花巻で開催ということになり、花巻 RC カップは中
止となりました。代わりといっては何ですが、観戦にメンバ
ーや小学生チームを招待いただきました。私も初めてでした
が、最後まで観戦させていただきました。女子バレーボール
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でしたが、間近で見ておりましたので、体格とそのプレーの
迫力と応援合戦にも圧倒されました。TV では映らないプレ
ーを見たりでき全体像を感じることができ大いに堪能する
ことができました。ありがとうございました

◆本日のメニュー
ホテル花城

『四川風

麻婆豆腐』
★けっこうピリ辛★

◆花巻
RC 奨学生卒業報告
◆ゲスト：地区ガバナーノミニー
伊藤智仁様(花巻南 RC)

担当：花巻
RC 奨学生委員会(副委員長：下町壽男君)
地区代表幹事予定者
菊池忠彦様(花巻南 RC)

■卒業報告 進行：下町副委員長
ここにきて今日の PG が青少年奉仕委員会担当で委員長が
欠席という事で急きょ出番となりました。最後にお役に立
てて光栄です。では、よろしくお願い致します。
◆◆【岩手県立花巻北高等学校】◆◆
【校長：菅野慎一様】
お招きいただきありがとうございます。また日頃は本校生
徒がお世話になっており感謝申し上げます。
今日は３名の生徒の近況についてお話ししたいと思います。
３月１日卒業式を終えた泉澤さんは西南中学校出身です。卒
業式には卒業生代表として答辞を堂々と読んでおります。ま
じめできちんとした性格で皆から頼られる存在に成長して
おります。英語部所属で市の国際交流フェアではボランティ
ア活動も。このたび東京の電気通信大学情報理工学域へ進学
が決まりました。
１年高橋くんは宮野目中学校出身です。明るく快活に学校
生活を送っています。高校から始めた男子バレーボール部所
属でリベロ担当。学習面でもぐんぐん成績が上がってきてお
ります。２年神山さんは花巻中学校出身です。クラスでは一
番前に座っていつも明るく元気にコツコツと努力しており
ます。本来ソフトボール部でしたが人数が足りず、現在はハ
ンドボール部に所属しキャプテンも務めています。進路は国
公立大工学部志望と聞いております。勉学だけでなく他の活
動でも頑張っております。ロータリーさんに感謝致します。
またロータリープログラムでフランス長期留学中の小田島
碧海さんも月一回の報告書でも充実した留学生活を送って
いるようです。ロータリークラブにお世話になった生徒たち
が地域やひいては日本を牽引する人材になると思っており
ます。今後ともよろしくお願い致します。

【３年 泉澤希美さん】卒業スピーチ：電通大進学

先日卒業しました。２月末に電気通信大学一本で受験し先
週合格発表があり、無事合格が決まりました。この大学の情
報理工学域というところは、学科が３種類ありますがまだ決
まっていません。私は音響に興味があり、どこの大学が詳し
く学べるのか調べ選んだのが電気通信大学です。学科が決ま
っていないので、まだまだ勉強をしていかなければならない
のですが、自分がやりたいことを探しつつ夢を叶えられるよ
うな方向へ進めるように頑張ります。４月から東京へ行きま
すが、沢山のことを吸収しいつか花巻に帰ってきたら少しで

も貢献できるような大人になれるよう頑張ります。３年間支
えていただき有難うございました。
★志望動機は?・・舞台音響も含め幅広く音響について学び
たいと思っています。父が聴覚障害を持っていて幼いころか
ら音に敏感に育ってきた事もあり、医療の方向でも音響が役
に立つと思いますので将来そういった方々のお役にも立て
ればと思っています。
★下町君より・・私も実は電気通信大学情報学域の前進学部
出身です。後輩ができて嬉しいです。頑張ってください。

【２年 神山かりんさん】

私は中学校の頃から建築関係の仕事に就きたいと考えて
いました。花巻北高へもその夢を叶えるために入学しました。
１年の時はまだ行動を起こせませんでしたが、２年になって
建築デザインを目指しているので、絵画コンクールやデザイ
ンコンクールに作品を応募したりしています。入学したとき
は受験生になることを意識していませんでしたが４月から
３年生になるので気を引き締めて頑張らなければと思って
います。部活ではハンドボールも頑張っていますが、社会に
出てからくじけないように精神面でも指導していただいて
います。自分を成長させる事ができればと思っています。自
分の夢を叶えられるように頑張ります。
★建築関係志望動機・・デザインしたり建てたりして、依頼
した方の喜ぶ顔が見たいと思い、建築士を目指したいと考え
ています。目標は山形大学工学部の建築デザイン科を第一志
望としています。

＜滝田吉郎君＞泉澤さん卒業おめでとう。益々のご活躍を期
待します。９日 V リーグの観戦をしました。会場では何チ
ームかの女子小学生が目を輝かせ写真を撮りながら楽しん
でいました。交渉してくれた上田君ありがとうございます。
＜下町壽男君＞３名の花巻 RC 奨学生をお招きいただきあり
がとうございます。花北の校長時代花巻 RC には様々な面
でお世話になり、少しでもお答えしたく会員になりました。
花北を見守って頂いており感謝します。来月からは完全に
花巻を離れます。来週の例会は本校生徒と共に『合理的配
慮』についてお伝えさせていただき、最後のお務めとさせ
て頂きます。ありがとうございました。

＜伊藤隆規君＞泉澤さん合格おめでとうございます。
３月は私の誕生日、結婚記念日です。
＜高橋 豊君①＞花巻北高の奨学生、元気で頼もしい後輩の
姿に逆に励まされた感じがします。
これからの活躍に期待します。
＜高橋 豊君②＞先月は私の祝賀会にご出席いただき誠にあ
りがとうございました。健康に留意し、頑張って参ります。
RC 精神を大切にしていきたいと思います。ご指導ご支援の
程よろしくお願いいたします。
＜稲田典之君＞花巻中学校卒業式に参列しました。180 名の
卒業生の未来に幸あれとお祈りします。泉澤さんおめでと
うございます！
【１年 高橋優也 さん】
＜三田 望君＞菅野校長先生はじめ３人の奨学生の皆様よう
まだしっかりとした夢は描けていないのですが、８年前の
こそ花巻 RC 例会へ。３年の泉澤さん合格おめでとう。是
震災で電気や燃料の問題がありましたが、大学に進学し発電
非いつか花巻に戻り活躍し RC への入会を期待しています。
とかを学んで、電気の問題を解決できるようになりたいと考
神山さん高橋さん、これからも研鑽を続けてください。
えています。今は部活メインですが、２年には物理とか理系 ＜阿部一郎君＞花中卒業式に参列しました。例年通り来賓の
大学進学に向けて自分が将来どうなっていきたいか考えて
前列には花巻 RC メンバー５名が 180 名の卒業生を送って
勉強や部活に取り組んでいきたいと思っています。部活は高
いました。泉澤さん卒業・合格おめでとうございます！
校に入ってバレーボールを始めました。バレーボール部では
目標に向かって大学生活を満喫してください。神山さん高
リベロです。基本的には他の部員よりはレシーブ練習が多く、
橋さん学校生活頑張って！菅野校長先生ありがとうござ
セッターの代わりもすることもあるのでトス練習もします。
いました。
＜鹿討康弘君＞菅野校長様、泉澤さん神山さん高橋さん、皆
これからも自分の夢に向かって、諦めないで頑張って
さんの素晴らしい夢が聞けて感動しました。頑張ってくだ
ください！
さいね。今朝は花巻工業クラブの朝例会でゲストスピーチ
40 分ぬくまる食堂を挟みながら講話させていただきまし
※HP 掲載の際お名前は、イニシャルでの掲載とします
た。眠いです。
＜浅沼幸二君＞妻の誕生祝ありがとうございます。
◆ぬくまる報告
鹿討エレクト
＜立花徳久君＞花巻 RC 奨学生の皆様ようこそ例会へ。高校
生活を楽しんで下さい。午前中は花中卒業式出席。卒業式
来週 20 日春休み特別講座を、特別バージョンで花北青雲
の合唱はいいですね。
高校とコラボし、マイコンカーで遊ぼうという企画をしまし ＜吉田和洋君＞泉澤さん大学合格おめでとうございます！夢
た。お手伝いいただける範囲で結構ですので、一人でも多く
に向かって頑張ってください。神山さん高橋さんも高校生
の花巻ＲＣメンバーにご参加いただき、子供たちと交流して
活を楽しみましょう。午前中は花中卒業式に参列しました。
いただければと思います。お昼のメニューはカレーです。
＜上田 穣君＞本日は花巻中学校卒業式。かわいい後輩のり
りしい姿に感動。先週は菩提寺の広隆寺五重相伝に５日間
◆出席報告
出席委員会
参加し浄土宗の教えを学び「誉号」を頂きました。

34 人中 16 人出席

出席率 55.1％
前回修正 60.2％

メーキャップ
【敬称略】
3/7(木)市内３RC 会長幹事会 三田会長・阿部幹事・佐々木
3/10(日)会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ仙台（PETS）
鹿討会長ｴﾚｸﾄ

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

再掲＜滝田吉郎君＞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。
※3/12 会報でお名前が立花さんになっておりました。正しくは滝田吉郎君です。
お詫びして訂正させて頂き再掲いたします。

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≫
◆◆ぬくまるアカデミー春

開講のご案内◆◆

日時：３月２０日(水)11：00 より 14：00
会場：なはんプラザ
講師：県立花北青雲高等学校 生徒さん
※時程等詳細は、パンフレットをご参照下さい。
鹿討エレクトまでご連絡をお願い申し上げます。
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

