
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月 RI月間テーマ「ロータリー親睦活動月間」 

18：00～例会開会 

第 3146 回例会    2019 年6 月25 日(火) 

最終夜例会【菊の会合同】引継例会・懇親会 ホテル花城 

 
 

                                    
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
◆7/27(土)地区財団セミナー・補助金管理セミナーのご案内 

ガバナー事務所様 
【お願い】 活動報告・活動計画・年間プログラムにつきまして、
未入稿の方は、大至急入稿をお願い致します。 

 
 
 
6/27(木) 市内３RC 親睦コンペ 盛岡南 GC（花巻南 RC） 
6/28(金) 18：00 市内３ロータリークラブ合同 

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 

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 クラブ協議会 
    会長・幹事・大委員長・他理事者抱負発表 
7/9(火) 第 3148 回クラブ協議会 木村 G 補佐公式訪問 

2018-19 年度事業報告・決算/2019-20 年度予算 
2019-20 年度各委員会委員長抱負発表/ 

※2019-20 年度抱負発表につきまして、担当大委員長・委員長様は 

準備をお願いします。欠席の場合、副委員長様等対応願います。 

 

 

ホテル花城 

『海老と帆立貝の梅肉風味炒め』 
 

 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 
 今日はダナ団長はじめ 6 名のオクラホマからのお客様
をお迎えしております。おととい夕方花巻入りし、それぞ
れ 6 名のホストファミリーのもと二晩、そして三日目にな
ります。昨日はスケジュールが多く、会社見学では EN 大
塚さんへ行き、敷地や会社の大きさに感銘。誤嚥防止食品
“アイート”の伸びに伴い敷地が狭くなってきているとか。
試食もさせていただきました。お味はどうだったでしょ
う？ 

その後、木質バイオマス発電所を見学しました。木質チ
ップを燃料に蒸気を発生させ高圧力でタービンを回し発
電しております。発電量は 13000 世帯に 1 年間供給でき
る能力ですが、原材料を集めるのに苦心しているとも。そ
れから昼食会場である金婚亭へ移動し“わんこそば”でお
もてなしを致しました。一人 24 杯ということの説明があ
りましたが、なかなか苦戦したようで残りは、さすが男
子！Gavin くんが一手に引き受けて食しておりました。な
んと 63 杯、さすがにギブアップ？その後、宮沢賢治記念
館を訪問し、童話村へ行きました。 

今日は、中央コーポレーションへお邪魔しました。専門
的なお話を、佐々木社長よりいただきました。理解できた
かな？ルンビニー美術館へも行き、知的障害の方々の作業
を一人ずつ紹介いただきました。和やかに交流でき、一緒
に写真も撮りました。美術指導先生をお迎えし、それによ
って絵画などの色彩や創作能力が開花したそうです。みな
さんそれぞれの独特な個性・才能を発揮し、いきいきと作
っておられる様子を拝見して参りました。 

団長のダナさんは、2 回目のプログラムということで、
とても気さくにお話をされておりました。私も 32 歳の時
に GSE でオクラホマに行っておりまして、その時のアル
バムを持って参りました。是非ご覧ください。ご縁をとて
も感じ、特別な思いを抱いております。その時の経験が今
の私のロータリーの原点です。おいに歓迎したいと思いま
す。 
 
 
 
 
■佐々木委員長 
簡単にお話しします。ダナ団長他は 2 週間の滞在の最後に
仙台 RC 主幹でガバナーも参加する“さよならパーティー”
でのスピーチがあり、ダナ団長が話すのですが、今日はそ
の時話すことを、練習の意味で日本語のスピーチをしてい
ただきます。 
 
■ダナ団長 
私たちにご自宅とこころの両方を 
開放してくださり、皆様のおもて 
なしに感謝致します。 
ありがとうございます。 
 
 

◆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 

2018-2019年度

会長：三田 望 幹事：阿部一郎

会長エレクト：鹿討康弘

例会日：毎週火曜日12:30~13:30

会場：ホテル花城 0198-22-2333

事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町10-27
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◆3145 回例会の概要 

 

 

 

□18：00 開会点鐘        三田会長 

□ロータリーソング斉唱 

□四つのテスト 

□会長の時間              三田会長 

□新旧会長 バッジ交換 三田会長➡鹿討新会長 

□新旧幹事 バッジ交換 阿部幹事➡橋川新幹事 

□新旧会長・幹事ごあいさつ 

□菊の会新旧会長ごあいさつ 阿部会長➡鹿討新会長 

□幹事報告および委員会報告    阿部幹事 

□出席報告            谷村出席委員長 

□ニコニコ・ボックス紹介 【懇親会にて】 

□その他 連絡事項 

□18：30 閉会点鐘         三田会長 

※例会終了後 記念撮影※ 
 
 

◆オクラホマ短期交換留学チーム   

佐々木国際奉仕大委員長 
           

◆本日のメニュー 
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Gavin/Taylor/Dana      Emily/Mallory/Maddie  
 
■ロータリーバナー交換 
■花巻の記念品贈呈  
ルンビニー美術館のファイルと宮沢賢治のタオル(林風舎) 
 
 
 
 
 
 
 
■ダナ団長英語スピーチ(佐々木委員長通訳) 

私はここにいることをとても誇りに思っています。生徒
たちは沢山のことを学ばせていただいており、多くの事を
皆様よりしていただき感謝しています。クラブからはもと
より、おひとりおひとりから生徒それぞれが様々なことを
していただいていることに心より感謝申し上げます。6 年
前にお世話になった際も生徒たちがいろんな経験をさせ
ていただいていることをシェアしながらいい経験をさせ
ていただきましたが、今回も同様にいい経験をさせていた
だき、この経験はこれからの人生にずっと影響していく素
晴らしいものです。本当にありがとうございます。 
ダナ団長は若く学校先生ですが、2008 年に GSE のリー
ダーとしてポーランドの経験があります。私が 2 年前にオ
クラホマにリーダーとして行った際に、30 代の若い女性
の地区ガバナーにご挨拶したのですが、この方はダナさん
がポーランドに GSE で引率した生徒であり、7 年後ロー
タリアンとなり、地区ガバナーまで勤めている方のいわば
生みの親的な方です。 
 
 
 
花巻市には、三偉人と称される「宮沢賢治」「新渡戸稲造」

「高村光太郎」の記念館や記念物が展示してあります。 
新渡戸稲造の先祖は、花巻城士の 

文武両道にわたる指導にあたるとともに、 
新田開発に情熱を傾けた一族だった 
という縁で「ゆかりの地」として知られて 
います。高村光太郎は東京のアトリエを 
空襲で失い、以前から交流のあった 
宮沢賢治の弟の家に疎開し、7年間 
花巻の地で暮らしました。 この高村光太郎が「岩手の人」という
詩の中で岩手人を称して、「沈深（ちんしん）牛の如し」、又、
「地を行きて走らず、企てて草卒ならず、ついに成すべきを成す」
と評しています。「沈深」とは「沈着で思慮深いこと（さま）」で、つ
まり、口数は少なく、とっつきにくいが、物事に動じず沈着冷静に努
力を積んで成功を収める不言実行タイプのことです。コツコツと忍

耐強く、努力を重ねながら、機を伺い、結果として成すべきを成す
のが「岩手の人」なのだと光太郎は感じていたのだと思います。ロー
タリーに限らず団体活動をするうえで“明るく、楽しく”運営すること
が活動の継続に重要なことは言うまでもありませんが、「楽しい」と
いう文字は「楽（らく）」とも読むように、ともすれば「楽しい」と「楽
（らく）」を思い違いして、「親睦」だけに傾いてしまうことも少なくあ
りません。私はロータリーの理念でもある「最も奉仕する者、最も多
く報いられる」を基軸として、“楽じゃないけれど楽しい奉仕”を信念
に「岩手人」の誇りと忍耐をもってクラブ運営にあたります。 
 
 
 

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

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
＜三田 望君＞ダナ団長はじめ５名のオクラホマからの留学

生の皆さんようこそ花巻へお出でいただきました。是非素
晴らしい日本の思い出をつくってください❢  

＜阿部一郎君＞オクラホマのダナ団長はじめ５名の学生の皆
さん、ようこそ花巻 RC 例会へ。歓迎致します。花巻滞在
中も明日までですが、ホストファミリーとの友好を深めて
ください。そして楽しく過ごして下さい。 

＜稲田典之君＞昨日はオクラホマの皆様と楽しく過ごさせて
いただきました。花巻でもっともっと enjoy してください。 
誕生祝いありがとうございました。 

＜下坂和臣君＞いろいろいただき、ありがとうございます。
（地区大会米寿祝/誕生祝/平塚土産等々）（^^） 

＜吉田和洋君＞オクラホマの皆様ようこそ花巻へ！是非楽し
んでください。私の長女、本日ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞの半年の
ﾎｰﾑｽﾃｲを終え、ｼﾄﾞﾆｰに向け飛び立ったようです。こちらも
楽しんだようです。 

＜橋川秀治君＞①Thanks For Visiting Our RC!!  
I’m Happy to See You all!! 
②ぬくまる食堂へ会社より寄付いたします。  

＜立花徳久君＞オクラホマの皆様ようこそ花巻へ。日本での
良い思い出をつくってください。 

＜佐々木史昭君＞ダナをリーダーとする『ロータリーの翼』
オクラホマからようこそ花巻へお越しくださいました。貴
重な２週間の体験を、両地区や日米の友好、世界平和の実
現に少しでも近づけていきたいと思います。 

＜高橋 豊君＞オクラホマの皆様こんにちは！心より歓迎致
します。花巻・岩手を大いに楽しんで下さい。これからも
交流が発展していくことをお祈りいたします。 

 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
2018-19 年三田会長・阿部幹事年度の会報も、いよいよ
ラスト！ 一年間のご協力に感謝申し上げます。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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 

6/16(日)オクラホマチームお出迎え 

佐々木史昭君・三田望君・上田穣君・稲田典之君・阿部一郎君 

6/17(月)EN 大塚・バイオマスエナジー企業訪問 

三田望君・橋川秀治君・佐々木史昭君・稲田典之君 

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 

 

 

◆新年度活動計画発表      鹿討エレクト 
           

☆彡 Youth Exchange Wings to Japan Member 
★Okurahoma Leader  Dana Szymanski 
★Emily Charron★Mallory Lowery 
★Maddie Gentry★Talor Phillips 
★Gavin Omohundro 
 

 

 

 

 

 

 

 


