
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5月 RI月間テーマ 「青少年奉仕月間」 

 

12：30～例会開会 

第 3142 回例会    2019 年5 月28 日(火) 
 

 
                                              
 

 
 
◆青少年交換（長期）派遣壮行会(19-20 年度派遣） 
青少年交換（長期）派遣生 帰国報告会(18-19 年度派遣） 

のご案内 
RI 第 2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 田中 堯史様 

 
 

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 

(杉山昌行会長様 他 7 名)  
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  
※担当の方は、発表準備をお願い致します。欠席の場合、副委員長・ 

大委員長様での対応をお願い致します。 

 

 

 
■会長の時間            三田会長 
□概要      先日、5 回目の市内 3 ロータリーク 

ラブ会長幹事会で、佐々木史昭君に 
も出席いただき、国際奉仕の関係を 
中心に、意見交換し確認しました。 
詳しいことは後ほど佐々木史昭君 
に報告いただきます。今年もオクラ 
ホマから女の子が多いようですが、 

 
リーダー1 名と高校生 5 名がおいでになります。花巻クラブ
でお世話を数年しているわけですが、その子やその子の親が
花巻でのホームステイを受け入れてくれるという事で、交流
が生まれてお互いに繋がっていくことは非常に素晴らしいこ
とと思っています。まさにロータリーの役割ではないかと思
っております。そういった意味で、仕組みづくりをしていた
だいている事に感謝致します。3 クラブより 1 名ずつはホス
トファミリーをとお願いして参りました。 
さて、米山のミガ君ですが、富士大学を 3 月に卒業し、紫

波にある会社に就職しました。人材派遣中心の会社のようで
すが、ミガ君の場合はモンゴルで人材マッチングをし、日本
での就労者をコーディネートする仕事のようです。実は、3
月過ぎにお父様の具合が悪くなり、モンゴルへ帰った際にモ
ンゴルのある銀行からオファーがあったらしく、真意はわか
りませんが銀行の就職試験を受け採用になってしまったと
のことで、花巻の奥様とご家族の事もあり、行く末が心配で
す。単身ウランバートルに戻ることになるとか・・・。で、
実はロータリー米山奨学会の学友会が、なんと今年はモンゴ
ルで開催になるということをお聞きしましたので、学友会関
係者ではないのですが、参加しようかと考え 7 月 25 日から
5 日間のプログラムに申し込んでしまいました。締め切りは
過ぎていたのですが・・・なんとＯＫとなったのでした。伊
藤(隆)米山委員長も如何でしょうか？？？こういう機会でも
なければモンゴルには行くチャンスもないでしょう。ミガ君
がお付き合いいただけるようですので、安心しております。 
お配りしたチラシは、花北青雲高校で開催するユネスコ主

催の国際理解事業として、ロータリーでポリオワクチンを現
地で投与する活動をしている弘前の関場さん(青森の PG)に
その活動等について、お話をしていただきます。よろしけれ
ば、お聞きにいらしていただければと思います。 
今日は地区協議会報告という事で、よろしくお願いします。 
 

 
       
ホテル花城        

『四川風麻婆豆腐』 
 

 

 

 

■鹿討エレクト・・【会長会】 
聖和学園高等学校での開催でした。 

宮城県内ではマンモス校で、宗派 
を問わない仏教高校であり、理事長 
の鈴木さんは今回の協議会の実行 
委員長でもあります。私は会長会 
に参加しました。90 分でしたが、プログラムのタイムスケ
ジュールが無計画？で時間が無くなっていたのが気になり
ました。それでも発言された各ロータリーよりは会員減少と
高齢化の話が大半で、他は明るく楽しくゴルフ、酒飲みで終
わっているクラブが多いようで、『明るく楽しく』と『楽』
をはき違えているクラブが多いようです。改めて花巻ＲＣは
素晴らしい活動をしていると実感！しました。 
 

◆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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◆3141 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 
□『花巻ロータリークラブ奨学生贈呈式』  

担当：花巻 RC 奨学生委員長 佐藤良介君 
 岩手県立花巻北高等学校副校長 阿部雄至 様 
  3 年生 神山かりんさん・2 年生 高橋優也さん 
  1 年生 藤館千聖さん 
  
□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 

◆地区研修・協議会報告   
担当：鹿討会長エレクト 
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■藤原喜子君・・【入会 3 年未満研修】 
せっかく地域がバラバラの席で 1 班 6 人 

20 班構成だったのに、とある 1 人の方が 
マイクでずっとしゃべっていたために、 
名刺交換や話をすることもなく、ちょっと 
微妙な雰囲気の分科会？でした。 
会員増強委員での参加でしたが、私は花巻ロータリーの写

真入りの名刺を作っていただいていたのですが、他ではロー
タリー名刺を持っている方が少なく、有難かったです。 
■藤田勝敏君・・【会員増強/公共イメージ向上部会】 
とあるリーダーの方が 80 分以上一人で 

話していました。いろいろ自分のクラブ 

について話していたようですが、改めて 

花巻ＲＣの活動は素晴らしいと感じて 

自信を持った次第です。素直な感想です。 

■伊藤隆規君・・【米山奨学会】 
前回は米山奨学会でミガ君の 

スピーチを聞きましたが、今回は 10 分 

程度のネパールから東北大学への女性の 

留学生のお話でした。ネパールの事情や 

来日しての事についてでした。 

勉強したいが旅費や生活費がまかなえない。米山に手を挙
げて合格し一年間サポートいただけるのはとてもありがた
い。母国は海に接してないので、様々なものがすべて湖に流
れあつまり、水質汚染が深刻という事でした。留学して二年
という事でしたが、我々が聞いても理解できる程の日本語で
話されていました。4 か国語話せるそうです。 

ロータリアンとして参加だけでなく自分のものとして動
くことが大事と管野氏は言っておりました。次期鈴木ガバナ
ーも、楽するようなロータリーは長続きしない、自ら関わり
あう会ではないと意味がない、伊藤ノミニーも自分の代でも
チャレンジしたと言っておりました。 
■浅沼幸二君・・【クラブ奉仕】 
何十年ぶりかの研修会参加です。 
分科会ではグループディスカッション 
でした。 
私のグループリーダーは仙台ＲＣ 
の方で会員 125 名出席率 7 割超。出席率について聞くと、
仕事につながるからという事でした。半分以上が地元外の支
店長クラス方という事です。地銀は入らないそうです。例会
も独特で、例会日一緒のテーブルに偶然座った人たちで飲み
に行き懇親を深めたり、クラブ内同好会みたいなものもあっ
て、いろいろ活動して会員内親睦を深めているとか。ワイン
サークル、マラソンサークル、温泉サークル等など。とある
クラブの悩みは、会員増強したくても種々のクラブ内障壁が
あり敬遠されてしまうとか、女性会員を勧誘したくても、女
性会員を敬遠するメンバーも障壁になっているなど様々な
話が出ました。楽しい運営をすることが大切。法人会員・家
族会員もありではないかとの話も出ました。大会会員を減ら
し会員増強をしていけば、もっともっと活動が活発になるの
ではと思いました。老がいにならないように注意します(笑) 
 
 
■佐々木史昭君 
地区の予算書をご覧ください。 

国際奉仕青少年委員会費が 600 万から 
1000 万へ増額となっております。 
地区予算の半分以上です。ここ数年一年 
の長期受入は花巻しかなく、年間予算を 
建て実績をいれ中身の入った資料を代表幹事やガバナーへ
直接届けたのが効いたかなとも思っております。実際 1 名受
け入れると 100 万程かかります。その経験値をもとに予算化
できたことが大きかったと思います。 
今年の受け入れは、6 月にオクラホマから花巻は 3 泊４日

の予定となります。詳細は後日連絡しますが、その間でのお
手伝いを、短時間でも構いませんのでよろしくお願いしたい

のと、セレナの帰国が６月３０日(日)１４時の羽田発エール
フランス便のようです。羽田空港で見送りたいと思いますの
で、ご都合のいい方よろしくお願いします。送別会は２８日
に開催していただけるようで有難うございます。２９日に東
京へ向かう事になります。 
また、８月後半より花巻北高の藤舘絵理奈さんがカンザス

州に一年間の長期留学となり、8 月 23 日から交換で花巻へ
いらっしゃる同州のジョシー・ベーコン(女性)さんが花巻北
高校の１年に入ります。最初のホームステイは佐々木家とな
りますが、同様に花巻３クラブでホストファミリーを交代で
受け持ちながら進めて参りたいと思います。また新たな一年
が始まりますが、楽しく受け入れをして参りたいと思います
ので、ご協力の程よろしくお願いします。 
 
 
 

34 人中 13 人出席  出席率  46.4％ 
    前回修正 60.7％ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
＜三田 望君＞地区協議会参加の皆様ご苦労様でした。い
よいよ鹿討年度間近です。会長任期もあと 2 ヶ月。寂しい
様で、うれしいようで・・・。 
＜鹿討康弘君＞日曜日「地区研修協議会」に 10 名の参加あ
りがとうございました。いよいよ次年度が目前と実感。歴代
会長の皆様のアドバイスも仰ぎながら頑張ります！ 
＜阿部一郎君＞久しぶりの雨で寒くなりました。体調にお気
を付けください。5/19 地区研修協議会参加ご苦労様でした。
次期 RI 会長【ロータリーは世界をつなぐ】のテーマに向け
て次年度の鹿討会長の意向に沿い協力したいと今は思って
ます(^^) 
＜佐々木史昭君＞花巻北高 ALT 教師で R 青少年交換生英語
指導やインバウンド生の心のケアをしていただいている、ス
テファン・クロフトが ICU(国際基督教大学院)のロータリー
ピースフェローシップに応募したいと、花巻 RC の推薦文を
頼まれています。合格は簡単ではないとは思いますが、この
ような広がりもあるのかと驚いてます。 
＜橋川秀治君＞地区研修協議会お疲れ様でした。菅野元 RI
理事の 100 歳目前の声の大きさに驚きです。今日は東京行き
ですので早退します。 
 
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≫  
 

★セレナさん 6/4 までラマダン中(断食月) 朝昼断食 
★阿部幹事より 

伊藤ガバナー年度運営について、正式に当クラブへ協力要
請がございましたので、協力しながら進めて参りたいと思い
ます。お声掛けを受けましたら快くよろしくお願いします。
ＰＥＴＳはグランシェールでの開催のようです。 
 
 
 

■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 

5/14(火) 【ぬくまる食堂】 鹿討エレクト 

5/16(木)市内３RC 会長幹事会  

三田会長・阿部幹事・佐々木史昭君 

5/19(日)地区研修・協議会 10 名(仙台 聖和学園高等学校) 

阿部幹事・鹿討エレクト・佐々木史昭君・浅沼幸二君 

伊藤隆規君・橋川秀治君・藤田勝敏君・藤原喜子君 

稲田典之君・滝田吉郎君・吉田和洋君 

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 

 

 

◆報告事項           佐々木史昭君 

 

 

 

 

 


