
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 月 RI 月間テーマ「新役員就任」 

11：30～理事会 

12：30～例会開会 

第 3147 回例会    2019 年7 月２日(火) 
 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 
 
□2018-2019 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度の御礼並びに事務所閉鎖の
お知らせ            〔ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様〕 

■ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問前のお願い 
         〔2019-20 第 2 分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木村清且様〕 
■日本のロータリー100 周年記念ピンバッジのご案内 
〔国際R第2520地区2019-20年度代表幹事加藤幹夫様〕 
■9/21(土)創立 40 周年記念式典のご案内 

〔古川東ＲＣ会長 早坂竜太様〕 
■2019年度規定審議会 クラブと地区に関連する重要な
変更            〔クラブ地区支援室様〕 

□7/27(土)地区 R 財団ｾﾐﾅｰ･補助金管理ｾﾐﾅｰのご案内 
□2019-20 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所開設のお知らせ 
〔国際 R 第 2520 地区 2019-20 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ 鈴木賢様〕 
 
 

《会員誕生》菊池倫実君(15)/伊藤誠一郎君(16) 

《在籍年ﾊﾞｯｼﾞ》三田望君(33)/髙橋豊君(31)/佐藤良介君(22) 

笹木賢治君(21)/谷村繁君(20)/稲田典之君(20)/阿部一郎君(6) 

 佐藤誠吾君(5)/戸来昭浩君(3)/高橋利美君(1)/川口悟君(1) 

《夫君誕生》佐藤敦子さん(1 良介君)/吉田優子さん(4 和洋君) 

菊池早衣子さん(8 倫実)/前田圭枝さん(13 毅) 

《結婚記念日》菊池倫実君・早衣子さん(7) 

※結婚記念日当日ご自宅へケーキをお届けします 

 
 
 
7 月 4 日～6 日平塚ロータリークラブ訪問 
7 月  9 日(火)クラブ協議会 木村 G4 補佐公式訪問 
7 月 16 日(火)クラブ協議会 事業報告・決算 
            各委員長抱負・事業計画・予算 
7 月 23 日(火)未 定 
7 月 30 日(火)３RC 合同 鈴木賢がバナー公式訪問例会 
                    主幹：花巻 RC  
 

 

 
■会長の時間         三田 望 君 
□概要いよいよ、この日が来て 

しまいました。会長の時間も今日が 
最後、たいへん寂しいのですが、 
最後の挨拶をさせていただきます。 
実は少しばかり嬉しいのですが・・。 
一年間をざっと振り返ってみますと、 
沢山の事業がありましたがすべて、 
会員の皆様のお力を借りた事業で、一つ一つ全てそうなの
ですが、まずは『ぬくまる食堂』が昨年に続き一年間、実
施いただきました。皆様のお手伝い、ボランティアにより、
子供さんも大変喜んで、毎月 2 回ずつ食事を提供しながら、
小学生の子供たちと一緒に交流するという、我々おじいさ
んにとっては貴重な体験をさせていただきました。今年か
らは『ぬくまるアカデミー』も開講し、夏休み等にミニ科
学実験みたいなことを行い、活動にメリハリをつけて行い、
それを楽しみに来るお子さん方が増えた要因かなと思い
ます。今年はホットスプリングス市と花巻市が姉妹都市提
携 25 周年という事で、ロータリークラブとしても先方の
ホットスプリング・ヴィレッジ・ロータリークラブと姉妹
クラブ提携から 5 周年という事もあり、なんと 8 名のメ
ンバーで 1 週間訪問してきました。現地空港での若干のハ
プニングはありましたが、大歓迎を受けながら大変楽しい
交流を深めてきました。ホットスプリングㇲのロータリー
クラブが、創立100年を記念してというお話があり、1905
年にシカゴでロータリークラブが創立してわずか４、5 年
で創立されたということで、さすが歴史のあるクラブと改
めて奥の深さ、歴史の重みを感じてきました。 

今年は 4 名の方々に鹿討エレクトのご尽力もあり、ご入
会をいただきました。今日は 3 名の方がご参加いただいて
おります。新しい仲間を迎えることができ、うれしい一年
でした。昨年から国際奉仕の関係で、送り出したり受け入
れたりと忙しい一年を過ごした気がします。長期では小田
島碧海さんをフランスへ派遣し、交換留学生という事で、
セレナ・ラムダ二さんをフランスから花巻北高校へお迎え
しました。我々のクラブだけでなく、花巻南 RC,花巻北
RC の協力をいただきながら、4 家族がホストファミリー
としてかかわっていただきました。ラストは当クラブの高
橋典克くんにご苦労をおかけしております。また、カウン
セラーとして上田穣にお願いしお世話いただきました。来
年も継続し長期派遣と受け入れをすることにしておりま
す。我々ロータリーは、国際奉仕等いろんな行事があり忙
しいのですが、ロータリーらしい事業ができ感謝しており

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム(年度初め) 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 

◆3146 回 最終例会の概要 

 

◆7 月 慶 祝           【敬称略】              

□開会点鐘              鹿討会長 
□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 

□ゲスト紹介             幹事 
□本日のプログラム、メニュー     親睦委員会 
□『 新年度コカ・コーラで乾杯 』           
□会長の時間                鹿討会長 
□慶 祝                
□クラブ協議会     担当：鹿討会長・橋川幹事 

新年度抱負【会長/幹事/大委員長/理事者/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    ニコニコ・ボックス委員会 

□閉会点鐘              鹿討会長 
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ます。米山奨学生では台湾からコウ・シヘイさんを 2 年間
受け入れ奨学金を支給し、カウンセラーとして阿部一郎君
にご尽力いただきました。いずれ何をするにも会員の皆様
のご協力と温かいご支援をいただきながら、なんとか一年
過ごせました。会報についてもご苦労をおかけしました。 
年間 50 回弱の例会ですが、今日は菊の会さんにもおい

でいただいておりますが、考えてみますと夜例会は 4 回程
度とあまり多くはなかったかなと思います。市内 3 クラブ
それぞれご夫人の会があります。菊の会が歴史伝統も一番
ですが、いまでも参加人数も一番です。我々にとってとて
も活動についても心強い存在と思っています。改めまして、
一年間の皆様のご協力に感謝致します。次年度素晴らしい
会長・幹事が控えております。しっかり応援していきたい
と思います。ありがとうございました。 
 
 
 
■新旧会長バッジ交換 失くさないように気を付けます 
 
 
 
 
 
 
 
■新旧幹事バッジ交換 襟に入りませんでした(^^) 
 
■三田会長あいさつ 
振り返りますと、私も 20 年ぶりに 

会長をさせていただきました。 
その前いろいろありましたが、私なり 
にロータリーに対する思いもあったの 
で、私なりのロータリー観を皆様にお 
伝えできればと思い、一念発起し引き 
受けました。毎週の事なので少し苦労しましたが、私なり
に頑張れたかなと思って満足しています。鹿討次年度につ
きましたは、入会して間もないころホットスプリングㇲへ
行った際、ロータリーへ入会した意味が自分なりに理解で
き、入会して良かったと話されたことが印象深かったです。
仲間として一人ではできないことをクラブとして、或いは
仲間として何かを成し遂げる、ロータリークラブとして周
りの方々に喜んでいただける、社会奉仕貢献含めそういっ
た機運が深まっており、いよいよ本当の意味での奉仕活動
が求められる時代であり、各分野【青少年奉仕・国際奉仕・
社会奉仕・職業奉仕】の委員長ほかがそれぞれの持ち味を
生かし活動に携わって頂ければ有難いです。そういった中、
新会長のメッセージに感動を覚えました。宜しくお願い致
します。 
■阿部幹事あいさつ 

2 年間幹事を務めさせていただきま 
した。去年は何もわからずしていた中 
でも主導権を握っておりましたが、今 
年は全てに教えられることが多々あり 
非常に勉強になった一年でした。 
うまく会務をまわせたかはわかりませんが、何とか会計も
含め次年度へ引き継げるかなと思ってます。ニコニコも目
標を超せそうです。宜しくお願い致します。コウ・シヘイ
さんからは、台湾でしっかりと仕事も頑張っているとのラ
インがきており、会員の皆様へも宜しく伝えて下さいとい
う内容でした。2 年間有難うございました。 
■鹿討新会長あいさつ 
先日、花巻北上地区新旧会長幹事 
引継会に電車で行きましたが、車 
内は夕方のラッシュで混雑してお 
りました。座れず三田会長と立っ 
ておりましたら、前に座っていた 

男子学生が立ち上がり席を譲ってくれました。そうしま
したら、隣にいた女子学生が私へ視線を送ってきて、『大
丈夫だから』と言ったのですが、立ち上がり席を譲ってく
れたので、座ってしまいました。初シルバー(^^)彼女達
からみたら、私はおじいちゃん？ちょっとショックな出来
事でした。 
三田さんに再登板いただき、ありがとうございました。

2 年前話し合い、お引き受けいただき、昨年ホットスプリ
ングスでスーツケースが行方不明というハプニングあり
ましたが、いい思い出もあり三田さんのもとで楽しく勉強
させていただきました。来月から私なりにスローガン『楽
じゃないけど楽しい奉仕』という事で皆様のお力をお借り
しながら一年間会務運営をさせて頂きたいと思います。 
本日 26 回目の『ぬくまる食堂』を運営してきました。

チラシを配った成果もあり 16 名増え、大人含み総勢三十
数名。19 名がキャパなので、嬉しいけど困った状態にな
ってきております。皆様のお知恵・お力をお借りしたいと
思います。来月から一年間よろしくお願い致します。 
■橋川新幹事あいさつ 
出張がちな私なので心配事も多いの 

ですが、鹿討新会長が『とにかく好き 
な事をやろう！』というので、一緒に 
することがこの 2 年間とても楽しかっ 
たので、そのサポートをしっかりしてい 
こうというつもりでやってみようと思ってます。例会にで
られず、副幹事にご苦労をおかけすることもあるかと思い
ますが、よろしくお願いします。お力添えよろしくお願い
します。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆彡 菊の会引継ぎ ☆彡 
■菊の会会長 阿部会長あいさつ 
ロータリークラブに関わるようになって菊の会にも入

会し、例会などに参加させていただき、三田会長や鹿討新
会長、歴代の会長さんのお話をきいているうちに、自分自
身は狭い世界に居てできることも限られているような状
態ですが、いかに人のためや自分の中の真実にしたがって
行動する精神というものを様々な面で見聞きさせていた
だき、これからの自分の心の持ちようとかありようを少し
意識する時間が自分にもでき、気持ちもより生まれてきた
ような気がします。菊の会の存在についても話していただ
いてありがたく思い、微力ながら力添えができればとおも
い活動してきました。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 

■菊の会 鹿討新会長あいさつ 
菊の会 阿部会長がとてもいいお話をしてくださり、感

動しています。3 年前から菊の会に参加させていただき、
気がついたら会長になることとなり、伝統ある会の会長職
に不安もありますが、皆さんに協力をいただき頑張りたい
と思います。幸か不幸か夫婦での会長職ということで、皆
様から『よかったね』といわれますが、いまのところまだ
メリット？が見出せません(^^)が、これから見いだして
いきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
 
 
久々の谷村委員長 「ご無沙汰しております」 
 

34 人中 19 人出席   
出席率  71.4％ 

       前回修正 75.0％ 

◆出席報告            出席委員会 

◆最終夜例会【菊の会合同】引継会・懇親会 
           

  

 

 

 

 

  

 



 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【高橋典克君】セレナがもうすぐ帰国になります。最後まで
楽しんでくれればと思います。今日驚くことがありました。
なんと私が TV でスーパードクターの番組出演依頼の電話
をいただきました。「薬を使わない、うつ病治療」の取り
組みが評価されたとのこと。ありがとうございました。 

【阿部一郎君】一年間お付き合いいただきありがとうござい
ました。ようやく最後までたどり着くことができました。
次年度も花巻 RC が活性化していく事を祈念します。 

【三田 望君】一年間、大変大変皆様にお世話になりました。
今度は鹿討新会長のサポートに廻ります。 

【戸来昭浩君】三田会長、阿部幹事本当にお疲れ様でした。
決算書については微調整のみで、ほぼできています。スム
ーズに鹿討新会長と橋川新幹事に引き継げるよう頑張り
ます。本部に転勤になりましたが、また一年間お世話にな
ります。宜しくお願い致します。 

【藤田勝敏君】一年間つたない親睦委員長で申し訳ございま
せんでした。6/27 から名古屋出張。３RC ゴルフコンペ、
セレナさん送別会と出席できず残念です。お許しください。 

【稲田典之君】三田さん 2 回目の会長お疲れ様でした。3 回
目を目指して頑張りましょう。阿部幹事も素晴らしい活躍
でした。鹿討新会長、橋川新幹事の強力な体制にご期待申
し上げます。 

【谷村 繁君】①谷村出席委員長、鮎の素敵なお話し毎回あ
りがとうございました。②三田会長、阿部幹事ご活躍あり
がとうございました。おかげさまで実り多き一年、楽しむ
ことができました③鹿討新会長、橋川新幹事、新一年間宜
しくお願い致します。 

【立花徳久君】三田会長、阿部幹事一年間ご苦労様でした。
鹿討新会長、橋川新幹事これから一年楽しくいきましょう。 

【鹿討康弘君】三田さんお疲れ様でした。『楽じゃないけど
楽しい奉仕』頑張ります。 

【笹木賢治君】三田会長、阿部幹事一年間ありがとうござい
ました。鹿討新会長、橋川新幹事宜しくお願い致します。
出席率の悪い私でしたが、新年度はもう少し出席するよう
努力します。 

【上田穣君】三田さん 20 年ぶりの会長職お疲れ様でした。
2 年連続の阿部幹事も、ほんとにお疲れ様でした。楽しい
一年でした。次年度会長、幹事のフレッシュコンビに期待
大です。 

【滝田吉郎君】再登板の三田会長、一年間ご苦労様でした。
鹿討新会長あおり運転で楽しく突っ走ってください(^^) 

【吉田和洋君】三田会長、阿部幹事お疲れ様でした。私も会
報制作今回で無事終了です。鹿討新会長、橋川新幹事、来
年一年の舵取り宜しくお願い致します。 

【橋川秀治君】次年度副幹事の藤田さんにお世話になるので
ボックスします。 

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
※※年間表彰各賞※※ 

(1)会長特別賞 

①国際奉仕賞 佐々木史昭君 ②クラブ会報賞 吉田和洋君 

 ③社会奉仕賞 橋川秀治君・谷村仁君 

(2)年間出席表彰 

 ①100%出席 阿部一郎君・橋川秀治君・三田望君・上田穣君 

鹿討康弘君・滝田吉郎君・佐々木史昭君・立花徳久君 

谷村 繁君・吉田和洋君・谷村仁君 

(3)年間ボックス表彰 

 ①阿部一郎君任②三田望君③鹿討康弘君④佐々木史昭君 

➄立花徳久君 

(4)米山賞  ①三田 望君②佐々木史昭君③伊藤隆規君 

(5)R 財団賞 ①下坂和臣君②三田 望君③佐々木史昭君 

(6)菊の会夫人参加賞(7)事務局賞(8)最終例会参加賞 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫  

 
※※その他 報告事項※※ 

★6 月 27 日(木)市内３RC 親善ゴルフコンペ開催★ 
主催：花巻南 RC 場所：盛岡南 GC 参加 22 名 

花巻 RC(3 名)花巻南 RC(7 名)花巻北 RC(12 名) 
◆クラブ対抗戦 優勝 花巻 RC 平均スコア 91.3 
◆個人戦   鹿討エレクト 19 位 

        佐々木史昭君 4 位+DC 
        吉田和洋君  9 位 

※スコアは・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 月 28 日(金)市内３RC 合同長期交換留学生セレナ送別会 

主催：花巻 RC 場所：ホテルグランシェール花巻 
☆彡送別会プログラム☆彡 

開会のことば 花巻 RC 会長エレクト 鹿討康弘君 
主催会長挨拶 花巻 RC 会長     三田望君 
今日はそれぞれのホストファミリーをお務めいただいたご家 
族様にもおいでいただいております。改めましてそのご苦労 
をおかけしたことに感謝致します。セレナさんもあと数日で 
フランㇲへ帰るわけですが、是非この貴重な一年間のいろん 
な体験、友人関係、出会いもお土産として持帰りセレナさん 
のこれからの人生に生かしていただきたいです。きっと大丈 
夫でしょう。成長してまたいつか花巻へお越しいただければ 
嬉しいなと思います。フランスで活躍されることを期待し、 
遠い日本の花巻から応援しています。セレナさん有難う、そ 
して頑張って下さい。 
 
 
 
 
 
ホストファミリーご挨拶 
◆花巻 RC 佐々木史昭君・奥様 
メッセージに『日仏の友好の懸け橋となってください セレ
ナならできます。将来の活躍を期待しています』と書きまし
た。ロータリーの活動と出会いに感謝です。 

【奥様より】大学生になって 
東京へ留学してくれるので 
は、と少し期待しています。 
また会えたら嬉しいです。 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

メーキャップ 

6/18（火）オクラホマ訪問団引率 

佐々木史昭君・三田望君・阿部一郎君・上田穣君 

稲田典之君・高橋典克君・藤原喜子君 

6/19（水）オクラホマ訪問団お見送り 

三田望君・佐々木史昭君・稲田典之君・高橋豊君 

阿部一郎君 

6/22（土）第 5 分区ＢＢＱパーティ 佐々木史昭君 

6/24（月）仙台ＲＣ主催 さよならパーティ 

佐々木史昭君・橋川秀治君 

 

  

 

 

 

 

 

 



◆花巻南 RC 千葉功君・お孫さん 
活発でなんでも興味を示す子 
なので、いろんなことに挑戦し、 
日本の文化(琴など)も受入れて 
くれて非常に嬉しかったです。 
家庭と学校で親しくしていただきました。 
フランスへ帰ったらしっかりと膝を治してください。 
【お孫さんより】3 か月間は濃い毎日で、仲良くなれて嬉し
かったです。フランスでも頑張って下さい。 
◆花巻北 RC 木村清且君・奥様 
ついつい力が入って、親子みたいな言い合い？もしました。 
いろんな行事を考えさせられた 3 か月間でした。セレナにも言
いました。結婚式に呼んでねと。何が何でも馳せ参じます。あ
りがとう。 

【奥様より】 
セレナ、もう帰るんですね。 
いろんな事で親子のよう 
に激しいケンカをしたこ 
とも・・。でも最後はわか

りあえて気持ちよくお別れでき、良かったです。ありがとう。 
◆花巻 RC 高橋典克君・奥様 
初めてのホストファミリー経験です。セレナは語学も堪能で、
コミュニケーション能力もあり、我が家の子供とも一緒に遊
んでいただきました。 
また日本で再開できれば嬉 
しいです。 
【奥様より】 
初めての経験で不安もあった 
のですが、子供たちへもセレナから声をかけてくれて、いま
ではすっかり仲良くなっています。フランスでも頑張ってね。
ありがとう。 
 
第 2520 地区長期派遣生 セレナ・ラムダ二さんごあいさつ 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆3 クラブからのお土産を、 

花巻 RC 上田穣カウンセラーより贈呈 
乾 杯 花巻南 RC 会長     鎌田定悦君 
 
 
 
 
 
歓 談 少し寂しいけど和やかに楽しく歓談しました 
手に手つないで 
 
 
 
 
 
 
中締め 花巻北 RC 会長     佐藤博茂君 
 
 
 
 
 
閉会のことば 花巻 RC 幹事   阿部一郎君 
 
 

♥セレナ スピーチ♥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
セレナさん、将来日仏の架け橋となることをご期待致します！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
おかげさまで、一年間会報を作成することができました 

 皆さまのご協力に感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
              

2018-19 年度クラブ会報最終号拡大版 

 

 【訃 報】第 2520 地区塩釜 RC  
元国際ロータリー理事 菅野多利雄様(行年 101 歳)が 
2019 年 6 月 20 日に、ご逝去されました。 
ご冥福をお祈り申し上げます。 

 会長名・連名にて弔電を奉奠させていただいております。 

 ◆お別れ会 7 月 28 日(日)11 時ホテルメトロポリタン仙台 

編集制作 

【2018-19 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 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

  

    

 

 
 

おばんで~す。 
10 ヵ月前日本に来たときはいろいろありました。来たとき
は、日本語はダメじゃなかったけど話はムリでした。 
あとで勉強ではなく、たくさん聞くことを頑張ったし、漢字
も小学校１、2 年生の本で勉強しました。花北校の友だちに
は、日本語を教えてもらった事は感謝しています。おととい
は、体育大会最後の日で、みんなの前で最後のスピーチをし
ました。けどこれでフランスデモ帰ると思うと悲しかった。
今日は花北最後の日、悲しかった。1 年生の時は、友達を作
ることは少し難しかったけど、2 年 5 組でみんなと一緒にな
れ、友達がたくさんできて嬉しかった。さっきまで最後のさ
よならをしてきたけど、悲しかった。手紙ももらいました。
サインもいっぱいしました。わかるかな？ 
部活もいろいろしました。楽しかったです。12 月にけがし
ちゃったのが悲しかった。イスラムのラマダンやハラルを説
明しました。フランスでは当たり前なので誰も聞きません
が、日本では説明が必要と知りました。でも、感謝されまし
た。 
種市にも行きました。日本の国旗が用意されていて、寄せ書
きしてもらいました。花巻 RC からも日本国旗をもらいまし
た。ちょっと大きいかなとも思いましたが、みんなにサイン
してもらい逆に小さい感じがしてきました。いろんなひとか
らサインや一言を書いて貰いました。フランスに帰ったら、
全部読みます！漢字は難しいけど、とても綺麗な言葉がたく
さん書かれているので、ガンバって全部読みます。日本語が
上手っていわれましたが、仕事ではまだまだ、面白い話もで
きるようになるといいかなと思います。東京オリンピックは
できれば行きたいけど、膝の問題や大学の授業もあるので、
どうかな？でもガンバリマス。一年間どうもありがとうござ
いました。 

 


