
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 3145 回例会    2019 年6 月18 日(火) 

 
 

                                  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆ハイライトよねやま Vol 231(公財)ロータリー米山記念奨学会 
【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。 

 
 
6/25(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 
6/29(土)セレナさん花巻出発 
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 
 

 

■会長の時間 三田 望 君 
□概要 

6 月中盤となり本年度も残すところ僅か
となりましたが、今日はいろんな用事が重
なり出席者が少なく、寂しい思いがします。 
 先日、花巻と北上の 6RC(湯本RCを除く)
の今年度、次年度の会長・幹事 22 名が北上

の胡蝶へ一同に会しました。今年度ガバナー補佐の田鎖さん 

 
と来年度就任予定の木村さんにもご出席頂きました。当初 
は年 3 回程度の合同会長幹事会の開催を計画しておりまし 
たが、年度終盤にやっと実現した次第です。 
 北上と花巻の RC は国際交流において過去からボタンの 
掛け違いがあったようで、今年度の活動においても協力が 
得られない状態が続いておりました。そのような中、初め 
ての合同の会議が開催されました。私としては過去の経緯 
はあまり気にしないで活動出来ればと思っておりましたが、
最後の田鎖ガバナーからの挨拶で「来年度からはお互い協 
力して頑張りましょう」とのお話があり、大変良かったと 
思いました。 
会合は非常に盛り上り、花巻と北上の RC 間の垣根は一切 
なくなりました。来年度も花巻、北上で合同会長幹事会開 
催の約束がなされました。 
 先週、平塚 RC から 8 名のゲストに参加頂き、大変賑や 
かな例会となりました。実は平塚 RC が 20 周年の際に当 
RC へ寄贈して頂いた樹木を金矢地区の平塚・花巻交流の 
森に植樹をしております。一度、平塚 RC の皆様が花巻へ 
お越し頂いた際に、周辺の草刈り等を行いたいと思ってお 
ります。平塚 RC の皆様は花巻東高校を見学した後、るん 
びにい美術館をご覧頂いたそうですが、同美術館は障害者 
の方々が隠れた才能を発揮する素晴らしい場となっており 
ます。先日、私も訪問した際にファイルや絵葉書を購入し 
てまいりましたが、心を動かされるような素晴らしい作品 
が展示してありました。ヘラルボニーの動画を見ておりま 
すと、様々なおもしろい表現がありました。また、色彩感 
覚に優れた素晴らしいシルクのネクタイが 23,000 円程度 
で販売されていました。松田さんが中心となり、賞品の販 
売代金を障害者の活動に役立てているとのことです。本日 
は 6 月の最終月ということで、今年度の事業報告を行いな 
がら例会を進めて参りたいと思います。宜しく、お願い致 
します。 
 
 
 
 
◇会長 三田 望君  
 先週は国際奉仕についてお話させて頂きました。佐々木 
史昭君には地区の国際奉仕委員会において青少年交換(短期)
委員会の委員長を務めて頂き、花巻北高との交流、短期、長
期の留学生の派遣、そして受入等を行って頂きました。特に
長期留学生は 3 年連続ということで花巻 RC の国際奉仕活動
が活発に行われ、定着してきたなと感じております。また、
米山ではコウ・シヘイさんを受入れ、阿部幹事にはカウンセ
ラーとして大変ご苦労をおかけしました。 
昨年度は 4 人(高橋利美君、川口悟君、藤原喜子君、宮腰

賢一君)の新入会員をお迎えすることが出来ました。来年度
からの活発な出席を期待しております。 
次に鹿討君が中心となり去年からスタートした「ぬくまる

食堂」が毎月 2 回開催され、子供達と共同作業や食事を通し
て交流が図られております。また、「ぬくまるアカデミー」
は、一回目は塩を使ったシャーベットの作成、2 回目は望遠
鏡の作成、3 回目はパソコンでプログラミングを行いながら
走行する自動運転が行われました。 
 私にとって一番の思い出はホットスプリングス市への訪
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◆3144 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 

地区オクラホマ短期交換留学生 

団 長： 

交換生： 

□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 

□Oklahoma Short Exchange Program Leader 

  Speech 

  お土産贈呈 

□クラブ協議会【2019-20 年度 年間事業計画発表】 

発表：鹿討エレクト・橋川副幹事 

□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 
 
 
 

◆クラブ協議会「年間事業報告②」 

  会長・幹事・理事者・各委員長 
    

 Web 



問です。大変素晴らしい体験をさせて頂きました。特に小
友君の記念式典でのギターの弾き語りは圧巻でした。 
◇幹事 阿部 一郎君 

 2 年間、無事に幹事を務めることができま
した。ホットスプリング市の訪問は、楽し
い思い出となりました。やはり、国際交流
を初めいろんな計画に対応することで大変
勉強になりました。他には鹿討君が中心と   

なり「ぬくまる食堂」が 21 回開催されました。例会は 47
回、夜例会は 6 回開催されました。 

 コウ・シヘイさんを担当しましたが、無事にニトリへ就職
でき良かったと思います。ミャクマルドルジ君も無事にモ
ンゴルへ帰国し活躍して頂ければと思っております。本当
に米山の留学生は優秀な方々と感じました。セレナは最後
に橋川君と種市へ行き大歓迎をうけ、その後、宮古ではカ
ヌーを体験してきたようです。橋川君にはぬくまる食堂で
も大活躍して頂きました。橋川君の企画力、行動力は我々
も見習う事が多々あります。 
◇親睦委員会委員長 藤田 勝敏君 

  皆様の協力のもと、音楽夜例会(11/13)、クリスマス家
族会(12/18)、観桜会(4/23)を例年どおり開催出来き、会
員相互の親睦が図れたことに大変感謝致します。 
◇クラブ会報委員長会 吉田 和洋君 

  例会等の様子を紙面・ホームページで見やすく会員、会
員外の方へも伝えられるように、A4 版 2 ページで収まる
よう編集して 47 回発行しました。今年度は原稿の提供が
無かったため、毎回全て録音し、聞きながら文章におこし
ての編集でしたので、言葉・文字・表記に若干時間はかか
りましたが、毎号例会前に委員会等の皆様へ校閲をお願い
し、なんとか印刷へ回し間に合わせることができました。 
今年度の委員会の皆様のバックアップへ感謝いたします。 
◇雑誌広報委員会委員長 谷村 繁君 

 9 月 18 日に元花巻中学校の高橋校長先
生をお呼びしまして、カンボジアでのシニ
ア海外ボランティアについてスピーチを
して頂きました。 
 今年度、私はロータリーを楽しもうとい  

うスタンスで例会に出席しておりました。ロータリーには、
二つの仕事があると私なりに考えております。一つは考え
るところ、アイディアを得るところ、もう一つは行動する
ところに分かれていると考えております。考えることで良
かったなと思ったことは、いろんな方々がお出でになりパ
ワーを頂けるということですが、今年はふたつございまし
た。ひとつはコウ・シヘイさんが最後にお話した「コンフ
ォートゾーンを広げる」ということは、自分を広げるとい
う意味でも大変素晴らしい内容でした。もうひとつは地区
大会でのロータリーのブランディングについてのお話で
す。来年度の 7 月には私なりの考えについてお話出来ると
思います。今年度一年は非常に楽しみました。来年度も楽
しもうと思っております。 
◇ロータリー情報委員会委員長 立花 徳久君 

 今年度はファイヤーサイドミーティン
グを 2 回開催しました。やはり、私にと
ってのメインイベントは音楽夜例会の開
催です。是非、来年度も音楽夜例会の開
催を楽しみにしております。 

◇青少年奉仕委員会大委員長 滝田 吉郎君 
 残念ながら小学校バレーボール大会の
開催は見送りとなりましたが、プロリーグ
の試合を観戦し、子供達の笑顔を拝見して
きました。ぬくまるアカデミーに参加し、
子供達の送り迎えをさせて頂きました。  

6/18 は欠席となりますが、花巻小学校の全クラスの授業
を拝見したあと一緒に給食を食べ、翌日はパトロールボラ
ンティアの皆様と花巻小学校のボランティア委員会の子
供達と一緒に花植えをする予定です。また、7/24 から３

泊 4 日でハワイから小学校の子供達 25 名と引率スタッフ
7 名、家族 45 名の計 77 名がおいでになります。富士大学
と花巻東高校のサッカー部にお手伝いを頂きますが、花巻
RC にもご協力をお願い致します。 

◇花巻 RC 奨学生委員会委員長 佐藤 良介君 
 花巻北高校の各学年から一人ずつ優秀
な生徒さんをご推薦頂いております。今
年 3 に卒業した泉澤希美さんは、卒業式
に生徒を代表して答辞を述べておりまし
た。推薦を頂いた生徒さんは目標を持っ

て勉強に取り組んでいるなと実感しました。また、長期交換
留学生として小田島碧海さんを派遣しているわけですが、新
年度になりますとオクラハマに藤舘さんを派遣し、花巻北高
校からは長期交換留学生においても大変お世話になってお
り感謝致しております。 
 ホットスプリング市との姉妹都市提携２５周年というこ
とで、花巻北高校へホットスプリングス RC から千ドルの御
寄附を頂いております。今年度の ASMSA への派遣は生徒 6
名、引率 1 名の計 7 名を予定しております。これからも交流
を進めてまいりたいと思います。 
 
 
34 人中 8 人出席  出席率 31.0％ 

    前回修正 58.6％ 
 

 
55/1        

 
 
 
 
 
＜三田 望君＞ 
  想い起こせば皆様の絶大な御協力のもと、たくさんの事
業を体験させて頂きました。会長冥利につきます。楽しい
一年間でした。あと 2 回、有終の美を飾れればと思ってお
ります。 

＜阿部 一郎君＞ 
  6/8 花中昭和 49 年度生の還暦のお祝いが紅葉館で行わ
れました。稲田宮司さんのありがたい御祈祷で無事 148 名
を迎える事ができました。6/7 は北上、花巻 6RC 合同会長
幹事会が北上胡蝶で行われました。 

＜滝田 吉郎君＞ 
  6 月 9 日アイリス花巻アジサイ祭りに参加しました。花
巻中、平泉中吹奏学部の 80 名の合同演奏が素晴らしく、
利用者の皆さんが目を輝かせて楽しんでいました。中学生
に戻りたいな～ 

＜立花 徳久君＞ 
先週土日と東京へ家族と行ってまいりました。午後ヒマ

になり、映画を見てまいりました。アラジンとゴジラの 2
本立てを続けて見た結果、最後のゴジラしか頭に残りませ
んでした。やはり、伊福部昭のコジラのテーマ曲は涙もの
です。 

＜佐藤 良介君＞ 
  花巻北高から花巻RC奨学金長期交換留学生を推薦頂き、
将来を担う優秀な若い人材と接することが出来ました。彼
らの今後の活躍を大いに期待したいと思います。先週は例
会に参加できず残念でした。平塚からの御土産を美味しく
頂きました。7/6,7/7 の二日間、平塚との友好都市締結 35
周年記念式典に出席し、交流を深めてまいります。 

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 

5/31(金)盛岡 RC 例会  佐々木史昭君 

6/7(金) 花巻・北上・湯本 RC 会長・幹事会 

三田望君、阿部一郎君、鹿討康弘君、橋川秀治君   

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 

 

 


