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RI 月間テーマ 「母子の健康月間」

12：30～例会開会

第 3136 回例会

2019 年 4 月 9 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
□会員卓話
担当：上田 穣君
□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

◆幹事報告

幹 事

◆4/27(土)平成 31 年度花巻勤労青少年ホーム運営協力会定時
総会の開催について(ご案内)
花巻市勤労青少年ホーム様
◆5/7(火)～9(木)来日生オリエンテーション(東京旅行)について
◆7/27(土)・28 日(日)絆・in モンゴル
◆地区大会参加および表彰についてのご連絡
以上

ガナバー事務所様

◆5/19(日)「2019-20 年度地区研修・協議会」開催のご案内
◆19-20 年度ガバナー月信特集コーナー
「おらほのレジェンド＆ホープ」投稿のお願い
◆19-20 年度ガバナー月信表紙につきまして
（お写真投稿のお願い）
◆19-20 年度クラブ会報送付のお願い
以上

ガバナーエレクト事務所様

プログラム委員会
【4 月 月間テーマ 母子の健康月間】

◆今後のプログラム

4/16(火) 会員卓話
担当：稲田典之君
4/19(金)～21(日) 第 2520 地区大会関連行事 盛岡
4/23(火) 観桜会・歳祝合同夜例会(菊の会) 【風の季】
担当：幹事・親睦委員会
4/30(火) ゴールデンウイーク休会
5/7 (火)
理事会・慶祝・第 2520 地区大会報告
※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。

◆3134 回 例会の概要
■会長の時間
□概要

三田

Web

望 君

今日は小原君が短期交換留学
から帰ってきたので、報告を兼ね
て現地の様子を聞きたいと思います。また、佐々木史昭君
はオーストラリア短期留学の引率の 8 日間から帰ってき
ました。現地で、過去花巻 RC 米山奨学生としてお世話を
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したキム・ソンヨプ君と会うことができたという事ですの
で、こちらも楽しみにお聞きしたいと思います。
振り返りますとここ 6，7 年花巻 RC とすると、国際奉仕、
国際交流が盛んになってきていまして、ゲストが 1 年間の
うち半分が国際奉仕関係の方においでいただいているの
では・・と思います。現在長期で留学している小田島さん
も、報告書を見ますと現地の様々な施設等を見学させてい
ただいて、高校生らしい新鮮な感性で刺激を受けながら
いろいろな経験を積んでいるようで、ロータリークラブの
PG はとても内容が素晴らしいと改めて思った次第です。
私も 32 歳の時にオクラホマへ行き、12 家族にホームス
テイをしました。様々なロータリアンの姿を経験しました。
一つのターニングポイントだったと思います。小原君も貴
重な体験をしたと思います。これからの糧としていただけ
ればと思います。6 月にはオクラホマからの受入れもあり
ます。是非よろしくお願いします

◆本日のメニュー
ホテル花城

『金目鯛磯部唐揚げ』

◆オクラホマ短期
【概 要】

小原晴生君

帰国報告

こんにちは
3 月 15 日に日本を出発し 27 日の帰国
までの 12 日間をオクラホマで過ごして
きました。この 12 日間のロータリーの
翼というこのプログラムは、私にとって、
とても刺激的プログラムとなりました。
オクラホマ州の歴史的背景はイギリス
から来た白人によって先住民が強制的
に追いやられた場所です。
各部族の自治や白人との共生を求めた
生活や歴史は、貴重で感動的でした。特
にコンカシティでのホームステイ先のお母さんが先住民
の子孫で、その方のおばあさんの家へ連れて行っていただ
きホト部族の伝統的な食事をいただきました。コーンスー
プだったのですが、皆様がイメージするものとは違って、
牛肉を煮込んだものにコーンが入っているとても質素な
ものでしたがとても美味しかったです。オクラホマは思っ
た以上に暑く半そででした。気温の表示も℉で最初戸惑い
ました。12 日間のうち 3 日目辺りから自分の耳の変化を
感じました。ホームステイでのファミリーとの会話が少し
づつ聞き取れるようになっているのを感じ、自分の成長を
実感しましたが、イコール理解とはいかなくて自分の単語
の少なさに悲しくなりました。ファミリーはとてもやさし
く接してくれて、自分も応えようとグーグル翻訳等を使い
理解しようと努力し喋ることを繰り返してきました。この
経験を通し発見したことは、アメリカやホストファミリー
やお世話になった方との距離は“意外と近い”という事で

す。それは SNS です。この経験のおかげで SNS の魅力、 なりました。
いかに便利かを知りました。SNS を正しく使えば、
『いつ
◆出席報告
でも、どこでも、だれとでも、繋がれる』ということです。
その SNS で今でもお世話になった人たちと繋がっていま
す。こういった意味も含めこの 12 日間は私にとって、と
34 人中
ても貴重な体験になりました。ありがとうございました。

◆オーストラリア短期派遣引率報告
担当：地区短期委員長 佐々木史昭君
【概

要】

メーキャップ

出席委員会

15 人出席

出席率 53.5％
前回修正 60.7％

なし

6 人のメンバーで行ってきました。
構成は女の子 2 人、
男の子 4 人です。
■ニコニコ・ボックス紹介
ニコニコ・ボックス委員会
今回初めて LCC のジェットスターを
利用しての渡航でした。地元エージェ ＜滝田吉郎君＞誕生プレゼントありがとうございました。
ントの飯田さんという方のご案内で、 ＜浅沼幸二君＞結婚記念ありがとうございます。35 周年です。
初日はローンパインというコアラを
＜三田 望君＞小原晴生君お帰りなさい。貴重な経験をこれ
抱っこできる施設へ行きました。
からの人生に活かしてくれるよう期待します。佐々木史昭

抱っこは有料で 25 豪ドルでした。
ブリスベンは 250 万人の都市で 20℃
～28℃位の夏の気候で、アジア系の方が
多い印象です。日本語を使える方も多く、日本語で現地の様
子を聞くことができ、ある意味良
かったと思います。実際授業を受
けたのは、2 日程度です。
私は、ミッドシティ RC の例会へ
メーキャップを飯田さんとして、
何故か岩谷堂 RC バナー交換を
してきました。ブリスベンには
17 の RC があり高齢化が著しい
という事でした。その中でインドやアフリカでロータリアン
が増加傾向で、逆に先進国では減少傾向にあるが、全体とし
ては減っていないというお話もありました。

君ご苦労様でした。ヨプ君との出会いも感動です。ロータ
リープログラムのご縁、素晴らしい！
＜阿部一郎君＞新元号も決まり 4 月新年度スタート。あと 3
ヶ月で終了する三田年度ですが、これからが忙しくなって
きますのでご協力をお願いします。小原君オクラホマでの
経験を活かしていってください。10 代での見聞は貴重です。
史昭君には毎年引率ご苦労様です。オーストラリアの様子
を楽しく拝見しました。
＜鹿討康弘君＞小原君、経験を人生に活かして下さい。佐々
木史昭君お疲れ様。日曜日、誕生日と還暦をささやかです
が家族に祝ってもらいました。
『赤いちゃんちゃんこ』につ
いて質問する孫に正しく説明するのは大変でしたが、ファ
ミリーの温かさを実感しました。以下省略。
＜立花徳久君＞日曜日サザンオールスターズのコンサートに
行きました。3 時間半は大変でした。席は 9 列目中央で楽
しみました。史昭君ご苦労様でした。小原君楽しんできま
したか？
＜上田 穣君＞先週末大分で行われた小学生バレーボール全
国選抜大会において花巻スポーツ少年団は、念願の全国制
覇は逃しましたが、堂々全国 3 位に輝きました。長男は監
督として長男の子(孫)もキャプテンとして健闘しました。
皆様に感謝。

そして、キム・ソンヨプ君との再会。全く想定外だったの ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
ですが、キム君に SNS で連絡してみたら何とブリスベンの
郊外に住んでいることが判明し、会いにホテルまで車で来て
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
くれました。コントラクターライセンスを持って仕事をして
≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫
いるとの事です。奥様はブリスベンで育った台湾の方で、ブ
リスベンの大学卒業後、ジェットプログラムで岩手県庁での
2 年間国際交流員として仕事をしている時に、富士大学で留
★★友好ｸﾗﾌﾞ 平塚 RC 交流七夕訪問のご案内★★
学していたソンヨプ君と出会い遠距離恋愛を続けていたと
友好クラブ委員会 佐々木史昭委員長
の事です。その間韓国での兵役やフィリピンでの語学留学の
7 月 4 日(木)～6 日(土)で実施します。概要下記
後、富士大に戻った時に米山奨学生として花巻 RC で受け入
れをしていました。奥様は弁護士資格もあるとのことですが、 7 月 4 日(木) 平塚 RC 例会参加 宿泊：箱根辺り
現在は高校の先生をしています。三田さんがカウンセラーで
7 月 5 日(金) 平塚七夕見学/平塚 RC との交流会
した。ソンヨプ君は、オーストラリアでは珍しい大工として
宿泊：平塚市内
仕事をしているそうです。歴史が浅いオーストラリアでは、
7 月 6 日(土) 自由解散
職人と呼ばれる人たちは非常に少なく、ホワイトカラー層が
詳細は、案内書をご参照下さい。
多い土地柄で、大工の仕事は収入が高いという事で、ライセ
ンスを取得し、個人事業主として事業を起こし、家も建てて
頑張っているようです。もう少ししたら法人化も視野に入れ
ているとか。韓国に戻るとか日本にいるという選択肢もあっ
編集制作
たはずですが、いろんな可能性を考えてブリスベンに住んで、
【クラブ会報委員会】
こういう人生を歩んでいるという、すごく参考になり刺激も
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏
受けました。ご自宅で韓国料理もご馳走になりました(^^)
AD 橋川秀治・鹿討康弘
今回の旅は男女が MIX になっていた 6 人でとても楽でし
た。現地での調整もオクラホマとは違い、日本語がわかる方
がいるので非常に助かりましたし、気苦労も少なくいい旅と

