
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月 RI月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 

12：30～例会開会 

第 3144 回例会    2019 年6 月11 日(火) 

 
 

                                    
 
 
 
 

 
 
◆花巻市友好都市交流委員会情報誌『ひと花』第 17 号 

の配布について 花巻市友好都市交流委員会会長 佐藤良介様 
 
【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。 

 
 
 
6/16(日)~19 日(水)オクラホマ短期交換留学生受入 

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) 2018-19 年度 最終合同夜例会 ホテル花城 

6/27(木) 市内３RC 親睦コンペ 盛岡南 GC(花巻南 RC) 
6/28(金) 長期交換留学生セレナ・ラムダ二さん帰国送別会 
6/30(日)セレナさん帰国成田空港発 14：00 エールフランス便 
７/2(火)第 3147 回 2019-20 年度 新年度例会 
 
 

 

 

ホテル花城 

『スクランブルエッグ入り 
    海老のチリソース』 
 
 

 

 

 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 

 平塚ロータリークラブ杉山会長はじめ 8 名のゲストを
大歓迎します。今朝、会社にあるご婦人が訪ねてこられ、 
お話をお聞きしますと、私が以前会長をしていた時代に、娘
さんが奨学生としてお世話になりましたというお話でした。
小原さんという方で、黒北高校より岩手大学へ進学され、卒
業と同時に外国へ留学したいという事で相談にいらした方
でした。最初イギリス留学へロータリーの奨学金を申し込ん
だが不合格になり、イギリスの学校に自分のつてで留学させ、
再びロータリー奨学金を申し込み見事合格したという事で
した。相当狭き門で大変だったようですが、今度はオースト
ラリア留学しました。その当時、私も書類を様々書いたり手
紙のやり取りをしていました、すっかり忘れておりまして。
そのお母さまがいらっしゃったのでした。今はご結婚され、
滋賀県である商社に勤めながら、語学を活かしているそうで
す。ロータリーの国際奉仕については、息の長い活動をして
いて、セレナのような高校生や米山、ロータリーの翼、GSE
と様々なプログラムの中で果たしてきた役割は、我々が思う
より以上に重く中身の濃いものがあると改めて感じた次第
です。 
今日は平塚ロータリーの方々においでいただいております。

毎年のようにおいでいただいておりありがとうございます。
平塚市と花巻市が友好都市を結んだのが、昭和 59 年 4 月で
した。その翌年に花巻 RC と平塚 RC が友好クラブとして締
結致しました。そこから延々と交流が続いております。締結
20 周年には花巻市郊外に建設した平塚の森に、平塚の木を
記念植樹致していただきました。ロータリーの友情、繋がり
があるなと思います。平塚は私の幼少期の一時期を過ごした
場所でもあり、親近感も感じております。来月の七夕にはお
邪魔させていただきます。お忙しいところお世話をおかけし
ますが、よろしくお願い致します。 
 
 
 
セレナさんが帰国前に日本国旗が欲しいという事で用意
しました。寄せ書きをして貰うそうです。 
 
【セレナさんへ花巻 RCより 日本国旗贈呈】 

最後の月になり、寂しいです。 
まだいろいろしたい。 
今週は、最後に種市へ行って 
きます。いろいろなところで 
友達ができたので、会いたい 
し、書いてもらいたいです。 

先週は花巻小学校の運動会へ行きました。楽しかった。 
秋田の空手大会も行きました。けど、痛そう。レスリングの
方がいいかな。日本国旗のプレゼントはびっくりしました。
とてもうれしいです。いろいろなサインをもらいたいと思い
ます。ありがとうございます(^^) 
【ホストファミリー 高橋典克君】 
 

◆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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◆3143 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 

□クラブ協議会【2018-19 年度 年間事業報告②】 

発表：会長②・幹事・理事者・大委員会委員長 

□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 
 
 
 

◆長期交換留学生 セレナさんへお小遣い贈呈 

 

◆本日のメニュー 

 

ホテル花城 

 

 

 Web 



 
 
 
■友好クラブ委員会 佐々木委員長 
本日の行程を打合わせしました。 
昨日は仙台をご堪能され、今日は当クラブの 
例会、そしてこの後は、花巻東高校とるんびにー美術館を
見学し、平塚へ戻られるという行程になっております。7
月には当クラブ 8 名がお伺いすることになっております
が、七夕祭りの真っ最中にも関わらずご対応いただけると
いう事で感謝致します。 
【平塚ロータリークラブ主な活動概況】 

会長：杉山昌行君 幹事：木村義広君 
■杉山会長 丁重なるお褒めの言葉を 
いただきありがとうございます。 
歴史ある交流に敬意を表します。 
今日は、せっかくですので今年度の 
平塚 RC の活動について、一端を少し 
お話ししご理解いただければなと思い 
ます。こんなことをしております。 
資料の写真に沿ってお話しします。主な活動は下記の通り。 
会員数は 59 名で、今月 2 名入会しそうなので 61 名にな
りそうです。バリー・ラシン会長の方針に沿って、奉仕活
動を中心に公共イメージも含め明るく楽しいロータリー
ライフを実行しております。 
［7 月］ひらつか七夕まつり 
［8 月］ガバナー公式訪問・ひらつか花火大会(夜間例会) 
［10 月］地区大会(茅ヶ崎) 
［11 月］企業訪問(日産ヘリテージコレクション) 
     インターアクト年次大会お手伝い(平塚学園) 
［12 月］クラブ年次総会・X’mas 家族例会 
［1 月］ニューイヤーコンサート 
［2 月］ホストクラブ 第８グループ IM開催 
    会員研修会(米山記念館訪問) 
［3 月］平塚市少年少女マラソン大会開催 
［4 月］緑化まつりに於いて「巣箱づくり教室」実施 
［5 月］春の家族例会（皇居東御苑/首相官邸/屋形船） 
    米山奨学生 丁さん(中国)カウンセラー 
が主な活動です。 
※三田会長より、花巻のお土産と新調したバナーの贈呈を
しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
時間の都合上、国際奉仕の部分のみお話しします。 
セレナさんはフランスから花巻北高小田島碧海さんとの

長期交換で、佐々木委員長のご尽力もあり、花巻においでい
ただきました。碧海さんからは毎月報告が届いております。
セレナさんは、途中膝を悪くするというアクシデントもあり
ましたが、日本を岩手そして花巻を満喫していただいて大い
に楽しんでいただけたことと思います。3 クラブでホストを
し、お世話をいたしました。日本の良さや習慣もあり、お国
柄も違うので理解できないこともあり戸惑ったこともあっ
たかもしれませんが、それも含めて日本の思い出として心に
留めていただければと思います。台湾からの米山の受入もあ
りました。2 年間でした。その他、エリア外の米山生でした
がモンゴル出身で富士大学在学という事もあり、伊藤委員長
に橋渡しをしていただきました。ご縁があり私、米山学友会
総会にモンゴルへ行くことになりました。ご縁に感謝致しま
す。続きは来週にお話ししたいと思います。 

 

 
 
 

34 人中 15 人出席  出席率  50.0％ 
    前回修正 57.1％ 

 
 

        
 
 
 
＜平塚ロータリークラブ様＞ありがとうございました。 
＜三田 望君＞平塚RCの皆様ようこそお出で下さいました。
これまでのロータリーの友情に感謝し、末永く交流が続き
ますよう祈念します。来月の七夕、喜んで参加します。 

＜阿部一郎君＞平塚 RC 杉山会長はじめ 8 名の皆様ようこそ
ご多用の中来訪いただきありがとうございます。友好を
増々深めていきたいと思います。来月初めには平塚へメン
バーがお邪魔します。よろしくお願いいたします。 

＜佐々木史昭君＞平塚 RC の皆様の来訪を心より歓迎致しま
す。素晴らしい活動紹介ありがとうございました。先週金
曜日はセレナを連れて盛岡 RC 例会にメーキャップし、セ
レナは 25 分の立派なプレゼンをしてくれました。 

＜橋川秀治君＞昨日焼肉日和佐のおかみさんからの TEL で
「日曜日に水沢の女の子が車イスに乗った女性を連れてき
てくれた。亡き母の代わりに育ててくれた、おばに初任給
でご馳走したくて、会社が内定式後にここへ連れてきてく
れ、美味しかったので来ましたと。」あなたの会社の新人さ
ん、いい子ねとのこと。嬉しい電話にほっこりしました。 

＜鹿討康弘君＞平塚 RC の皆様ようこそ花巻へ！来月会長と
しての初仕事で貴クラブへお邪魔致します。よろしくお願
いいたします。ボクシング道場にお世話になったので、セ
レナを連れてお別れのご挨拶に行きます。 

＜吉田和洋君＞友好クラブ平塚 RC 様のご来花を歓迎致しま
す。来月はお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 
初の、なま七夕です。 

＜立花徳久君＞平塚 RC の皆様ようこそ花巻へ。そしてわが
社のタクシーをご利用いただきありがとうございます。セ
レナさん沢山の思い出をつくりましたか？フランスに帰っ
ても元気でガンバって！ 

＜高橋典克君＞平塚の皆様ようこそ花巻にいらしていただき
ました。ありがとうございます。今度はお邪魔致しますの
でよろしくお願いいたします。セレナもあと 1 ヶ月となり
ました。毎日楽しく生活しているようです。 

＜滝田吉郎君＞杉山会長並びに平塚 RC の皆様来花ありがと
うございます。7/5 平塚七夕を楽しみにしております。 

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≫  

 
 
 

■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   5/28 ぬくまる食堂 鹿討エレクト 

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 

 

 

◆平塚ロータリークラブ 杉山会長ご挨拶 

◆201-19 年度 活動報告①      三田会長 

 

平塚 RC Web  

 

   

□長期交換留学生(FR) 

セレナ・ラムダ二さん 

□平塚 RC ご来花 8 名 

杉山昌行会長 

木村義広幹事 

清水裕会長ｴﾚｸﾄ 

森誠司副幹事 

小野学友好ｸﾗﾌﾞ委員長 

清水雅広君 

元吉裕員君 

柳川正人君 

 


