国際ロータリー第2520地区

花巻ロータリークラブ

RI Theme

2019-2020

Rotary International District 2520

10 月 RI 月間テーマ「経済と地域社会の発展月間」

第 3160 回例会

2019 年 10 月 8 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
□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
□ゲストスピーチ ㈱クラゼミ 花巻校 金澤 利充 様
□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

◆3159 回

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

例会の概要

◆例会メニュー
天 婦 羅
■会長の時間（11/49）鹿討康弘 君

過日、平塚 RC さんにお邪魔し
た際、
「冬の花巻も体験したい」と
の話題になり、
「それなら 2 月の全
日本わんこそば大会に合わせた
ら、どうか？」と話が進んだこと
は既にお話ししたと思いますが、
どうやら決定となったようです。
昨日、佐々木友好クラブ委員長に
連絡があったそうなので、委員長にはご苦労をお掛けし
ますが、引き続き平塚さんとの打ち合わせよろしくお願
いいたします。
また 11 月に盛岡中央 RC 主催の台湾旅行に同行いた
◆幹事報告
幹 事 しますが、その際「台北旭日 RC」の例会に参加する予定
もありますので、花巻空港利用促進の意味も兼ねて花巻
・10/21(月)令和元年度岩手県暴力団追放県民大会・
RC「友好クラブ」の可能性も模索したいと考えておりま
大船渡市暴力追放県民大会の開催について(ご案内）
〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 す。
・ガバナーノミニー決定のお知らせ
◆慶祝
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
・第 41 回バギオ訪問交流の旅
誕生日 谷村繁君
〔一般財団法人 比国育英会 バギオ基金〕
私は１０月生まれですが、たまたま
・国際ロータリー第 2520 地区
同じ歳、同じ誕生日の友人がいて、５
ガバナーエレクト事務所開設のご案内
年くらい前から毎年１０月に２人で誕
〔国際ロータリー2520 地区
生会をしています。私が体調を崩した
ガバナーエレクト 伊藤智仁〕
時、彼も同じく体調を崩していたり、
・10 月ロータリーレート
1 ドル＝108 円
交通事故も同じタイミングで、亡くな
る時も一緒なんじゃないかと。彼を見
〔国際ロータリー日本事務局経理室〕
ながら生き行こうと思いますが、とり
・2019 年 9 月台風 15 号災害へのご支援について
あえず今日まで試練を乗り越えてきて
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
います。皆様、ご支援ありがとうござ
・11/10(日)クラブ・職業・社会奉仕委員会
います。
合同セミナーのご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
本日出席の長期交換留学生のジョシーさんには、
９月７日のキッズイングリッシュで大変お世話に
◆今後のプログラム・その他の予定
なり感謝しています。ジョシーさんには I Want to
Be an Astronaut と Peppa Pig : A Trip to the
10/15(火)クラブフォーラム：社会奉仕委員会
Moon を朗読いただき、また、参加児童たちから
10/22(火)休会 祝日(即位の礼 正殿の儀)
は、サイン会も大好評でした。
10/26(土)大船渡 RC60 周年式典
10/29(火)会員卓話またはゲストスピーチ
11/02(土)長期交換 IB 生オータムキャンプ
11/05(火)慶祝・クラブフォーラム：R 財団委員会
11/12(火)ゲストスピーチ
一般社団法人かんな社会事業事務所 高橋 岳志 様

どのような内容
だったのか、実
際に行っていた
だきました。

結婚記念日

メーキャップ

上田穣君

私は息子が 3 人おりまして、全
員学校を卒業して結婚式にかなり
お金が掛かって、すっからかんに
なりました。そうしたら女房が
「このくらい息子たちにお金をか
けたんだから、1 カ月に 1 回 2～3
泊の旅行が出来るでしょう」とい
うことで、今頑張っています。

年バッジ

吉田和洋君

鹿討康弘君

毎週火曜日、例会に参加するよう
になり、私の場合火曜が中心になり
つつあります。私の 5 才の孫が先日
から英語の塾に通い始めました。孫
も楽しみにしておりますが、実は私
も楽しみにしていて、一から英語を
学べるいい機会だと思い一緒に参加
しながら上達を競い合っています。
私の発音は「スパゲッティ」です
が、孫は「spaghetti」(ｽパゲリー)
です。

◆委員会報告
9 月 23 日に、青少年交換長期
留学生のジョシー・ベーコンさ
んが１７歳のお誕生日を迎え
ました。
ジョシーさんへ
お小遣い贈呈

私は高校のバレーボール部
に所属しており、実際に試合に
は出れませんが、どういう風に
大会が行われているのかアメ
リカと比較ができ、大変興味深
く思いました。高校のテスト期
間は別に自習をして過ごして
いましたが、テスト期間が終了
し一緒に授業を受けたり、話を
する機会が増えてきて、楽しい
日々を過ごしています。

◆出席報告
32 人中 14 人出席
前回修正 65.3％

出席委員会

出席率

吉田和洋君

9/24（火）ぬくまる食堂

鹿討康弘君

9/26（木）お月見夜例会

鹿討康弘君・三田望君

■ニコニコ・ボックス紹介

今年の計画書を見ていたら、平
成 19 年に入会しており 2 年後に
は会報委員長を務め今まで計 3 回
担当致しました。文明の利器を感
じながら短いながら濃い 11 年を
経験させて頂きました。
来年度は月刊誌・ロータリーの
友地区の代表委員・副代表幹事と
務めさせていただきますので、一
郎さん、来年は役は軽くお願い致
します。

年バッジ

9/20（金）ガバナーエレクト会議

53.8％

ニコニコ・ボックス委員会

≪藤田勝敏君≫
今日は、橋川さんがインフルエンザのため急遽欠席と
なりました。何とか理事会から例会まで、代役を無事
務めることができました。御協力ありがとうございま
した。
≪笹木賢治君≫
女房の誕生日プレゼントありがとうございます。
≪吉田和洋君≫
ジョシーさん誕生日おめでとう！今日は今年度 2 回目
の「四つのテスト」ありがとうございます。又、年バ
ッジ（11 年）ありがとうございます。いろいろ経験さ
せていただいております。
≪佐々木史昭君≫
平塚ロータリークラブの友好クラブ委員長 元吉(も
とよし)さんから、冬の花巻を訪問してわんこそば全
日本大会に参加したいと連絡がありました。先程の理
事会で、その方向で受け入れましょうとの話になりま
したので、冬の平塚ロータリーとの交流をみなさんよ
ろしくお願いします。
≪滝田吉郎君≫
ジョシーおめでとう！花巻を楽しんでネ！
≪稲田典之君≫
妻の誕生祝ありがとうございます。
≪谷村繁君≫
・ジョシーさん 9 月 23 日のお誕生日おめでとうござ
います。
・誕生日プレゼントありがとうございます。
・祝ロータリー日本 100 周年。
≪上田穣君≫
都合により早退ということですみません。先月、結婚
を祝し、旧中山道の妻籠宿・馬籠宿・下呂温泉、さら
に飛騨高山・白川郷方面へと出かけてきました。天候
に恵まれ楽しい旅でした。今月には山形の羽黒山・月
山・湯殿山方面へ行ってきます。旅行にはマメな二人
です！！
≪三田望君≫
1.ジョシー、久しぶりですね。誕生日おめでとう。早
く日本に慣れてよりエンジョイして下さい。
2.先週、北上西にメーキャップして来ました。二次会
にも行って、またつながりができそうです。
≪阿部一郎君≫
ジョシーさんお誕生日おめでとうございます。17 才
になったと思いますが、花のセブンティーンを楽しん
でください。今日から 10 月です。だんだんと涼しく
なってきますが、インフルエンザも流行してきたよう
ですので、皆さん充分に気を付けて下さい。
≪鹿討康弘君≫
Josie！Happy Birthday！！先週もお願いいたしまし
たが My Rotary への登録をお願い致します。面倒く
さい方はご迷惑でなければサポート致します。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。
2019-20クラブ会報委員会
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