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第 3153 回例会

2019 年 8 月 20 日(火)
ホテル花城

■11：30～12：15 理事会

進行：会場監督 S.A.A

◆例会プログラム

□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
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□会長の時間
鹿討会長
□慶 祝
「財団セミナー報告」
阿部エレクト
□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

◆幹事報告

幹 事

・2020 年国際ロータリー年次大会(ホノルル)について
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕
・9/28（土）第 15 回ロータリー日韓親善会議 2019
申込み延長につきまして
〔ガバナー事務所〕
・2019-20 年度活動計画書

〔北上西 RC〕

◆今後のプログラム・その他の予定
8/21(水)
8/23(金)
8/27(火)

第一回 ファイヤーサイドミーティング（花城）
3RC 会長・幹事会①（一平）
クラブフォーラム
会員増強委員長
担当：阿部エレクト
9/3 (火)
慶祝
〕
9/10(火) 会員卓話
本舘病院 院長 高橋 典克 君
9/17(火) クラブフォーラム：雑誌・広報 吉田委員長
9/24(火) ゲストスピーチ
児童養護施設 清光学園
高橋 一栄園長
９/10-15 ホットスプリングス市民団来花予定

◆3152 回

例会の概要

2019-2020年度
会 長：鹿討 康弘
幹 事：橋川 秀治
会長エレクト：阿部 一郎
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
花巻商工会議所内 0198-41-1133
Mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com

3RC 合同長期交換留学生
2018-2019 年 小田島 碧海さん 帰国報告会
2019-2020 年 藤舘 英梨菜さん
佐々木史昭

壮行会

2520 地区青少年交換短期留学生委員長

私は、地区の委員として、
生徒たちが一年間を過ごし
て、どのような経験をし、ど
のような報告が来ているの
か、見させていただいていま
す。その中で花巻から小田島
碧海さん・藤舘英梨菜さんを
送り出すことが出来て、本当
に素晴らしい経験をして帰
ってきて頂いていることに、ご縁というか、有り難い事
だと思っています。
地区全体を見ますと、今年は４人くらいが長期生で出
ておりまして、短期生が 16～18 人程出ている中での生
徒の応募数と合格者数の割合をみて、だいたい半分くら
いが仙台からです。花巻からは短期を入れると３人、長
期は連続で３年派遣していますが、それは地区全体を委
員会が見まわした時に花巻のエリアは非常に安定感があ
って、少々のことがあってもうまく乗り越えながら、交
換生に良い思い出を残させてあげられる地域である、そ
ういう評価を頂戴しているというように内部にいながら
も感じています。
先々週、仙台で地区主催の帰国報告会が行われまして、
４人の派遣生の報告がありました。４人が報告を行いま
したが、小田島さんの感動するような生のフランス語・
英語・日本語でのスピーチがありました。
昨日は花巻の派遣中学生の研修会があって、その生徒
達にも一年間の碧海さんの経験を伝えながら、若い人達
の手本となって、活躍して頂きたいと思います。
藤舘さんも一年間カンザスで様々な研修をされると思
いますけれども、是非思う存分経験をしてきていただき
まして、その後花巻に帰ってきてからも皆さんに伝えて
頂いて、更にご活躍して頂く事をお祈り申し上げます。
《小田島碧海さん

報告》

ガーデンリゾート 悠の湯 風の季

■会長の時間（5/48）

鹿討康弘 君
3RC 合同でこのような催
しを行えることは、来年度
に控えた伊藤ガバナー年
度に向け、3RC の結束を示
す上で、意義ある会だと感
じております。

流ちょうなフランス語と英語であいさつして、1 年間の
思い出を報告する小田島碧海（まりん）さん

この 1 年間、ロータリーでしか経験できないことを経験
させていただきました。留学に行く前は“ロータリーの
留学で行くことの意義”が分かりませんでしたが、
“各国から同じ目的を持って持ち、一つの場所に集まっ
ているだけで、そこで生活しているだけで”、こんなに
勉強になるんだと実感しました。思い出すだけで泣いて
しまいそうになるほど素晴らしい 1 年間でした。
クラブに迎えて頂いて、このような機会を与えて頂いて、
送り出して頂いてありがとうございました。

私が勇気づけられる報告でした。
淡々と司会をするつもりでしたが
感情をこめて司会頑張ります

◆出席報告

32 人中 13 人出席

出席委員会

出席率

50.0％

前回修正 69.2％

メーキャップ
なし
7/31（水）ぬくまるアカデミー
橋川秀治君・鹿討康弘君・三田望君・藤田
勝敏君・滝田吉郎君・吉田和洋君・阿部一郎君
8/6（火）笹間地区「児童ふれあい物作り教室」
橋川秀治君・鹿討康弘君
■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪ 鹿討康弘君≫
世界を飛び回って活躍するようになっても、この花巻の
《藤舘英梨菜さん あいさつ》
ロータリーおじさん達を忘れずにいて下さい（笑）
。
8/9 から 1 年間アメリカのカ
≪ 阿部一郎君≫
ンザス州に留学してきます。
碧海さんおかえりなさい。フランスでの経験を今後に充
私は留学中にやりたい事が 3 つ
分に活かして下さい。期待します。英梨菜さん、体に気
あります。一つ目は多くの種類
を付けてアメリカを沢山吸収して来て下さい。1 年後の
の職業を見てくることです。私
成長を楽しみにしています。二人とも頑張れ！！
の夢は国際看護師になる事です。 ≪ 吉田和洋君≫
地域の病院を訪れたり、多くの
碧海さんお帰りなさい。楽しく充実したフランスへの留
場所に行き、沢山の人達から話
学だった様で何よりです。この経験を活かしていただけ
を聞いて自分の視野を広げたいです。二つ目は異文化に
ればと思います。藤舘 英梨菜さん、一年間楽しんできて
沢山触れて、日本の文化を沢山知ってもらいたいです。
下さい。きっと良い経験になる事と思います。
三つ目は多くの友達を作る事です。このような素敵な機
≪ 藤田勝敏君≫
会を頂いたので、沢山のことに挑戦し、また、RC のみな
川口さん司会ご苦労様でした。見事です！
さんに感謝し、1 年間頑張って来たいと思います。
≪ 住吉正志 （水沢東 RC 青少年奉仕委員長）≫
＜7/31 ぬくまるアカデミー見学＞
《激励の言葉》 花巻南 RC 千葉 功会長
ぬくまるアカデミーを見学させていただき、ありがとう
帰国した話、今度留学する話
ございました。今後ともよろしくお願いいたします。
を聞いて、羨ましいな、と思
いました。我々が高校生の頃
は、1 ドル 360 円固定為替の
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
時代でございました。若返る
ことは出来ませんけれども、
もし私が高校生であれば、行
きたいなと思います。
いろんな文化を吸収して、またこういった機会に紹介し
て頂くのを楽しみにしています。
《激励の言葉》

花巻北 RC 鎌田

賢幸会長

前向きに、明るく世界を見てこよ
う、人を見て来よう。元気よく、
自分のことは自分でやって、頼れ
るロータリアンはいっぱいいるの
で、そういうのも含めて自分の夢
を叶えられるような経験を沢山積
んできてください。

さっき碧海ちゃんと話したら、分からないことは
たくさん質問したと。英梨菜さんもきっといろん
なわからないことがあると思います。役立ててく
ださい。花巻 3RC から餞別です。

