
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 月 RI 月間テーマ 「青少年奉仕月間」 

 

12：30～例会開会 

第 3141 回例会    2019 年5 月21 日(火) 
 

 
                                              
 

 
 
◆令和元年度『友好都市平塚訪問市民ツアー』ご案内等 

花巻市友好都市交流委員会会長 佐藤良介様 
 
 
 
5/28(火) 花巻 RC 奨学金贈呈式  担当：奨学生委員会 

6 月月間テーマ 『ロータリー親睦活動月間』 
6/4(火)  慶祝・クラブ協議会【年間事業報告①】 

担当：会長・幹事 
ゲスト：【友好クラブ】平塚ロータリークラブ様(8 名予定)  

6/11(火) クラブ協議会【年間事業報告②】 
理事者・各委員長 

６/18(火) クラブ協議会【次年度活動方針発表】 
担当：鹿討会長エレクト・橋川副幹事 

6/25(火) 2018-19 年度 最終合同夜例会 ホテル花城 
6/28(金) 長期交換留学生セレナ・ラムダ二さん帰国送別会  
 

 

 
■会長の時間【副会長の時間】    鹿討副会長 
□概要 
 
 
 
 
 
出席人数が少なく、ちょっとモチベーションが下がり気

味です(笑)。本日は三田会長がお休みなので、3 回目くら
いの副会長の時間を務めます。自分を振り返ってみて今ま
でロータリーでどうだったのか検証してみます。 
入会は 2012 年 10 月 1 日。最初の例会での印象が強く、 

 
ある意味感心しながら過ごしていました。しかしながら入
会したおかげで翌年は滝田会長のもとホットスプリング
ス市へ行きＨＳＶＲＣと姉妹クラブ提携にも立ち会えま
したし、そのあとラットランド、ニュヨーク、その前は韓
国ソウルでの世界大会と、入会していなければ何処に 
 
も行っていなかったかもしれません。そういった意味でも
有難いと思っています。普段合う事もなかったであろう、
いろんな方と出会い、いろんな経験をできた中で楽しかっ
た 7 年半。心から感謝しております。 
 セレナの送別会ですが、三田会長の予定も加味し、6 月
28 日(金)に盛大に行いたいと思います。持ち時間 4 分に
なりました。今日はセレナさんも来ていますし、滝田君の
クラブフォーラムもありますのでこれで終わります。 
 
 
       
ホテル花城        

『間八のカマ焼き』 

 
 

 

 

 

鹿討副会長より、セレナさんへお小遣いの贈呈と高橋典克ﾎｽ
ﾄﾌｧﾐﾘｰへ謝礼を贈呈しました。 
 
 
 
 
 
 

【ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ高橋典克君】 
先月の 24 日から我が家にホームステイしております。私、

仕事で不在がちでしたので、その間は家内にお願いしており
ました。初日も不在でして、セレナさんと奥さんと子供とデ
ィズニーランドに行っておりました。最後のホームステイで
すので自由に、しかし自分でしっかりルールを作って自己責
任で生活してもらっています。子供たちもお世話していただ
き喜んでおります。病院併設の子ども園でも英会話教室のお
手伝いをしていただき、大好評です。子供たちの吸収力にも
感動、素晴らしいです。残された時間は限られていますが、
楽しんでもらいたいと思っております。よろしくお願いしま
す。 
【セレナ・ラムダ二さん】 
 
 
 
 
 
2 週間前最後のホストファミリーへ移りました。3 人の子
供は良かったです。いろんな処へ行きましたし、キャッチ
ボール・・もしました(笑)。花巻ＲＣに戻ってきました、
またよろしくお願いします。 
この間で自分でスピーチも少し出来るようになってき

◆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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◆3140 回 例会の概要 

 

 

 

□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 
 
□クラブ・フォーラム  
『第 2520 地区研修・協議会 報告』  

担当：会長・幹事/会長エレクト・副幹事 
 
□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 
 
 
 

令和 元年 

◆長期交換留学生 セレナさんスピーチ   
担当：花巻 RC ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ高橋典克君 
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ました。感謝してます。いろんなプレゼンをしました。フ
ランスの事、気候変動の事。今週の日曜日は北上の国際フ
ェアでフランスのプレゼンをします。料理もします。大体
はノートを見ずに日本語で話ができるようになってきま
した。難しい言葉は難しいですが、岩手大学での授業も受
けていて日本語も読めますが、授業の漢字は難しいです。
花北では 2 年生になりました。クラスも授業も面白くなっ
てきました。理系の授業の物理が面白い。もうすぐフラン
スへ帰ったら大学で難しい勉強もしますが、日本語の勉強
もしていきます。パリではいろんな外国人が来ます。日本
人と日本語の勉強をすると日本語を使えます。来年は東京
オリンピックです。でも今は見るだけですが・・。あと 2
か月よろしくお願いします（＾＾） 
 
 
 
青少年奉仕委員会ですが。今年度は残念ながら事業らしい

事業は、バレーボール大会が中止になりできませんでしたが、
上田君の取り計らいで大会参加予定だった子供たちが、目の
前で女子Ｖリーグのプレーを見られる機会を作っていただ
き良かったと思ってます。 
青少年奉仕について、会長を終わって 

から久々に勉強しました。今月のロータ 
リーの友誌に《青少年月間・地域に合わせ 
た青少年奉仕の在り方・・》とありますの 
で、是非ご覧になっていただきながら、 
岩手県独自の教育振興運動推進（通称 教振）について青少
年奉仕について考えていきたいと思います。 
花巻ＲＣでは、国際奉仕で青少年交換事業では佐々木史昭

君のもと活発になっております。青少年はインターアクト、
ローターアクト、青少年指導養成ＰＧ(ＲＹＬＡ)そしてＲ青
少年交換があります。この青少年が大委員会になったのは
2015 年で、そのまえは新世代奉仕委員会でした。浅沼君が
ローターアクト担当でした。当時の新世代奉仕委員会は社会
奉仕大委員会の中に 1998 年～2014 年までありました。そ
れ以前は、国際奉仕委員会の中にありました。 

1969 年 16 代梅津善四郎会長の事業 
計画の中にＧＳＥへの積極的な協力 
を、17 代会長まで青少年交換学生に 
ついて検討するとありました。きっか 
けは１５代高橋省三会長がＲ財団の 
奨学生を自宅へ１泊させたのが始ま 
り。 

1977 年 24 代川村勝正会長時に梅津ガバナーが誕生し、
ローターアクトの結成 12 回という事で始まり、1978 年 3
月 24 日から 2 か月間ＧＳＥ(ロータリーの翼)でオクラホマ
へ三田君が行っております。その後ローターアクト設立総会
がなされ、花巻ＲＣ50 周年まで活動していた経緯がありま
す。その後ＲＡＣＴは 2、3 年位活動継続していましたが、
企業からの推薦もなくなり対象年齢者も少なくなって、つい
には休止状態になっており復活は難しい状態です。もったい
ない感じがします。その他花巻ＲＣ独自の青少年奉仕事業は、
その当時第 352 地区花巻での地区大会を記念し創設された、
『花巻ＲＣ奨学生事業』があります。現在は県立花巻北高校
より 3名の奨学生を支援しております。スタートは 1974年。
現在は、昨年より鹿討エレクトが中心となっている『ぬくま
る食堂』もスタートしております。花巻小学校の学童クラブ
では、日増しに評判を呼び、学童クラブ入会希望者が殺到し
ましたが、運営スタッフも少なく削減している状況と聞いて
おります。それだけ子供たちにとってインパクトがあり、楽
しい事業で小学校も期待しておりますし、教育振興運動でも
地域の方々にぬくまる食堂も理解していただいて、花巻ロー
タリーの活動を理解していただく機会になればと思ってお
ります。 

2 年前(有)瀧田屋塗装店から(株)瀧田屋へ社名を変更しま
した。その昔、先代が塗装店興す前は、私の屋号が『たきだ
や』でした。70 周年を機に新たにスタートしました。70 周
年記念の社員旅行で行ったハワイで友人ができ、その方が昨
夏花巻にいらっしゃり、今夏子供たち（サッカーチーム）が
花巻で合宿することになりました。親御さんもきます。小学
生男子 15 名・女子 15 名と引率の親 50 名です。7 月後半に

2 泊 3 日で来花します。『ウェルカムわんこそば』？も考え
ています。地元の子供たちとサッカー交流も予定しています。
長続きする事業になりそうです。皆様、ご協力をよろしくお
願いします。 
社名を変更した昨今は、事業の中心も塗装からコンクリー

ト関係にシフトしつつあります。 
 
 
◆セレナさんが 6 月 30 日に帰国となります。 
8 月中には藤館さんが、長期交換留学へ出発となります。 
同月 23 日にカンザス州よりジェシー・ベーコンさんが長
期交換留学で花巻へ来ることに決まりました。また、6 月
中旬オクラホマより短期交換留学生が来日し、花巻へは
16 日～19 日の日程でホームステイとなります。域内会長
幹事会での決定後、詳細スケジュールをお知らせいたしま
すので、様々な面でのご支援ご協力をお願いします。 
 
 
 

34 人中 12 人出席  出席率  44.4％ 
    前回修正 62.9％ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

＜高橋典克君＞セレナがホームステイをしています。子ども
のお世話をしてくれて、助かってます。また、こども園でも
ボランティア英会話教室をしてもらい子供たちも喜んでい
ました。 
＜滝田吉郎君＞ケーキありがとうございました。結婚記念日
が、子供の日なので BBQ の後、家族 10 人美味しくいただき
ました。 
＜佐々木史昭君＞ガバナーマンスリーレター5 月号のＰ５～
11 に地区青少年プログラムのオーストラリア引率報告と派
遣生の感想文が掲載されました。是非ご覧ください。 
＜鹿討康弘君＞昨日から「岩手米飯」さんの昼食移動販売を
試験的に弊社の敷地内で開始しました。おにぎりや弁当、お
惣菜、チキンなど 100 円～400 円で販売しております。こ
の事業の最終目的は岩手米飯の小向社長(同級生)を花巻ＲＣ
入会の資金作りです。応援お願いします。 
＜阿部一郎君＞幹事としてのお役目本日を含め後 7 回です。
最後まで皆勤で勤め上げたいと思います。 
セレナさん久しぶりの例会出席。6 月帰国との事で、最後ま
で日本を楽しんでくださいね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
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≫  
 

★セレナさん 6/4 までラマダン中(断食月) 朝昼断食 
 

 
 
 

■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 

5/8(火) 花巻市民憲章運動推進協議会総会  

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 

 

 

◆青少年奉仕月間     担当：滝田大委員長 

 

◆報告事項    佐々木史昭君        

 

 

  


