
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月 RI月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 

11：30～理事会 

12：30～例会開会 

第 3143 回例会2019 年6 月4 日(火) 

ゲスト：友好クラブ【平塚ロータリークラブ様】 

 
 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆令和元年度特別会員の会費納入について(お願い) 
 花巻市防犯協会役員交代について(ご連絡) 
 令和元年度花巻市防犯協会通常総会資料 
           【花巻市防犯協会会長 上田東一様】 
◆６月ロータリーレート 1㌦＝110円 
 第 15回ロータリー日韓親善会議 2019【ガバナー事務所様】 
 
【お知らせとお願い】 理事者・大委員長・委員長様方へ 
2019-20年度ガバナー補佐並びにガバナー公式訪問が 7月中に 
行われます。活動計画書制作の都合上、2018-19 活動報告、
2019-20 活動計画につきまして 2019 年 6 月 20 日迄に、高橋
事務局か 菊忠印刷様へ FAX またはデータにて提出をお願い
致します。 
 

 
 
 

《会員誕生》 川口 悟(9)・稲田典之(12) 

《在籍年表彰》高橋典克(25) 

《夫君誕生》鹿討つぐみ(3/康弘)・安藤美保子(12/武彦) 

《結婚記念日》高橋 豊/洋子(2) 
※結婚記念日当日ご自宅へケーキをお届けします 
 

 
 
6/11(火)クラブ協議会【年間事業報告②】理事者・各委員長 
6/16(日)~19日(水)オクラホマ短期交換留学生花巻受入 

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 

ゲスト：オクラホマ短期交換留学生 
6/25(火) 最終引継夜例会(菊の会合同) 18：00ホテル花城 
6/27(木) 市内３RC親睦ゴルフ大会 盛岡南 GC(花巻南 RC) 
6/28(金) ３RC合同長期交換留学生セレナ・ラムダ二さん 

帰国送別会        ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
※理事者・大委員長・委員長の皆様発表の準備をお願いします。 

欠席の場合は、副委員長・大委員長様にて対応をお願いします。 

 

 

 

ホテル花城 

『ヒレカツと 
有頭海老フライ』 

 

 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 ヘラルボニー 障害を持った 
子供が何気なくつぶやいた言葉。 
ヘラルボニーという会社を立ち上げた 
松田さんという方がおりまして、お話を 
聞いて参りました。双子の兄弟ですが、その方の 5 歳年上の
兄が、自閉症で同じ兄 
弟でもちょっと違っていて、少し恥ずかしかったり嫌だった
時期もあったそうですが、今はその兄がそういった提唱で頑
張っている事がよくわかるので、とても誇らしいという話を
しておりました。自閉症の方というのは実は、非常に特殊な
技能、才能を持っている方が多く、ダウン症の方も隠れた素
晴らしい才能、同じ事を飽きないで何日もやり続ける事がで
きる方や色彩感覚が優れていたり、ある部分の記憶力がもの
すごく発達している方もおられる等、人によって様々ですが
この方の兄は、色彩感覚の才能に秀でていてアートを様々な
容で表現していて、本人はアートという感覚は持っていない
のですが、双子さんはこの作品を何とか生かして商品化した
いと立ち上げたそうです。兄の作品を中心に、ルンビニー美
術館の方の作品を、そのデザインを活用してネクタイ、スカ
ーフ、洋傘のようなものにデザイン化したものをブランド化
する仕事です。双子のお一人は花巻に在住されていて、会社

◆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 
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◆3142 回例会の概要 

 

 

 

□12：30開会点鐘          三田会長 
□国歌斉唱 
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから 

一.真実かどうか 
一.みんなに公平か 
一.好意と友情を深めるか 
一.みんなのためになるかどうか 

□ゲスト・ビジター他 紹介      幹 事 
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□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 
□慶 祝 ・ ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ 
□長期交換留学生お小遣い贈呈  

長期交換留学生 セレナ・ラムダ二さん 
ホストファミリー 高橋典克君 

□平塚ロータリークラブ 杉山会長様よりご挨拶 
□クラブ協議会【2018-19 年度 年間事業報告①】 

担当：会長・幹事・大委員長 
□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 
 
 
 

◆6 月 慶 祝           【敬称略】              

◆本日メニュー  
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は本社を花巻において、もうお一方は東京でデザインの活動
をしながら二人三脚でコラボしながら仕事をされていらっし
ゃいます。弟さんは、兄のおかげで、こういった活動ができ
ていることに感謝していると話しておられました。ルンビニ
ー美術館では、6月中旬までイベントを開催していますので、
お時間がありましたら足を運んでみてはいかがでしょうか。
また、東京周辺の工事現場の仮囲いへ大手ゼネコンさんと提
携し、そこへプリントして街を歩く方々に見ていただく、街
角美術館的な事も行っているそうです。ビジネスモデルとし
て全国へ広めたとも話しておりました。花巻和傘にも活用で
きないかな？とも考えております。 
 
 
 
 
◎花巻 RC奨学生委員長 佐藤良介君  
この制度は1970年に当時の352地区大会を記念しファ

ンドを立ち上げ現在に至り、来年 50 周年にあたります。
50 年にわたって高校生に奨学金を贈呈し青少年の育成に
あたってきた制度です。花巻北高さんに各学年３名の推薦
をお願いしまして、推薦された生徒を理事会にて承認をい
ただきましたので、本日贈呈式を行います。岩手県立花巻
北高校より、阿部副校長先生と奨学生３名においでいただ
いております。現在高総体中ということですが、３年神山
さんはハンドボール部で活躍中、２年高橋君はバレーボー
ル部ですが、残念！すでに一回戦敗退とか、１年藤舘さん
は卓球部所属です。 
◎三田会長より贈呈 
神山さん、高橋さんは継続ですので今の通帳へ振り込み

となります、贈呈は新しく推薦された藤舘さんへは通帳と
印鑑を贈呈し贈呈式といたします。 
奨学金は月額１万円、年間１２万円で返却不要の奨学金と
なります、大切に活かしてお使いください。 
◆県立花巻北高等学校 阿部副校長先生  
このような機会を作っていただき有難うございます。地域

の皆様の期待に応えられるような教育をして参ります。そん
な中で奨学金を給付していただけることは、生徒たちの希望
の一つになると思います。ご指導よろしくお願い致します。 
◆県立花巻北高等学校３年 神山かりんさん  
中学校のころからの夢、建築士を目指し１級建築士やイン

テリアコーディネーターとかいろんな資格を取りたいと思
っています。進学は山形大学工学部を目指しています。もう
３年生になって受験モードになるので、しっかりと自覚をも
って取り組みたいと思います。奨学金でデザインコンテスト
に出品するために必要な画材や勉強の参考書などへ活用し
たいです。ありがとうございます。 
◆県立花巻北高等学校２年 高橋優也さん  
特定の大学の志望はありませんが、学部は電子情報工学の

ある大学を考えています。将来プログラマーとして働きたい、
そのために日々の勉強をしっかりしていきます。奨学金は、
受験の方式が変わるので英検２級や進学する大学に必要な
参考書などに使いたいです。ありがとうございます。 
◆県立花巻北高等学校１年 藤館千聖さん  
夢はファッションデザイナーや経営をしたいと思ってい

ます。そのために杉野服飾大学服飾学科を考えています。奨
学金は進学予定が私大大学進学や韓国などで洋服の勉強を
するためにワーキングホリデーを利用したいと思っている
ので、そういった形で使わせていただきたいと思っています。
ありがとうございます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
■三田会長より励ましの言葉  
３人の立派な夢・希望・進路のお話をいただきました。し

っかり自分の目標を定め、将来の希望もですが、お話しの仕
方が落ち着いてしっかりしていて素晴らしいと思いました。
是非、貴重なお金ですので、大切に活かしてください。頑張
ってください。花巻北高校とのご縁にも感謝致します。 

★花巻北高校 ALT講師 ステファン・クロフトさん 
ALT講師をしています。花巻ロータリーとは佐々木はるか

と小田島碧海の留学の際に、関わらせていただきました。そ
こからロータリーの優れたプログラムを知りました。ロータ
リー平和フェローシッププログラムです。フェローシップの
期間は 15～24か月です。私は 3か月のインターンシップに
興味があり、教育や国際連合で働きたいとも考えています。
これに参加することを認められたら2020年から東京 ICUで
勉強することを望んでます。応援よろしくお願い致します。 
★花巻北高校 2年 長期交換留学生セレナさん 
日本語のスピーチは最初無理だったけど、今はだいたい大

丈夫になりました。あと 1か月だけど、まだやりたいことあ
ります。種市にも行きたい(^^)。花巻北高の運動会にも出
たい。走るのはだめだけど応援とかサッカー？とか。イベン
トは日本の文化で、フランスには無いけど大切と思います。
出たいけど(涙)。今はレスリングは無理だけどボクシングは
したいかな。2 年生のクラスは楽しいです。日本語の勉強も
漢字はまだまだ難しいけど、だんだん普通の会話はできます
がもっと勉強したい。ちょっと悔しいです。フランスでは日
本人が少ないので日本語での会話は難しいと思います。だか
らまた岩手に戻って来たいと思います。来年のオリンピック
はフランスを応援してね！ 
 

 

34人中 18人出席  出席率  62.0％ 
    前回修正 65.5％ 

メーキャップ：なし 
 
 
 
＜佐藤良介君＞奨学生のみなさんが勉学にクラブ活動に活躍
され、夢が実現しますように心からお祈りいたします。 

＜三田 望君＞花巻北高の３人の奨学生の皆様、おめでとう
ございます。ロータリー会員の期待を込めて贈呈いたしま
す。立派に成長して花巻に戻られることを期待します。セ
レナ今日はスピーチありがとう！早く足を治してね。 

＜阿部一郎君＞花巻北高の皆さん、ようこそ花巻 RC 例会へ
お越しくださいました。奨学生に選ばれた３名の皆さんは、
自分の目標達成の為頑張ってください。期待しています。 

＜佐々木史昭君＞花巻北高阿部副校長様をはじめとして、花
巻北高のロータリーに関わっていただいている皆様、本日
はようこそクラブ例会にお越しくださいました。皆様のス
ピーチをお聞きして自分の夢をしっかり持ち取り組まれて
いる姿に感動しました。 

＜鹿討康弘君＞花巻北高阿部副校長様、３名の奨学生の皆様、
立派な挨拶に感動！夢がかなうように祈っております。
『自分を幸せにできるのは、自分だけ』です。ALT ステフ
ァン・クロフトさんの夢も叶いますように・・・(^^) 

＜稲田典之君＞花信本店親睦団体の信栄会は創立５０周年記
念として【北川正恭さん】の講演会と花巻南高校卒業生の
【六華亭遊花さん】の寄席があります。入場無料です。皆様
のご来場をお待ちしております(６月６日です) 
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≫  

 
 
 

■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 

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 

 

 

◆花巻 RC奨学生奨学金授与式 青少年奉仕大委員会 

花巻 RC奨学生委員長 佐藤良介君           

  


