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第 3163 回例会

2019 年 11 月 05 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
□慶祝
□クラブフォーラム
□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

・12/7（日）2018-19 年度
長期派遣生帰国報告会のご案内
〔RI 第 2520 地区 国際奉仕委員長

佐々木博〕

・「クラブと会員のロータリーに関する
意識調査（アンケート）」のお願い
〔国際ロータリー100 周年実行委員会

2019-20 年度

委員長 RI 理事三木 明〕
・シェルターBOX の支援について
〔ガバナー事務所〕
・次年度地区組織役員・委員の就任依頼
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト

伊藤智仁君〕

◆今後のプログラム・その他の予定
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
11/19(火)会員卓話またはゲストスピーチ
11/26(火)台北旭日 RC ツアー
12/03(火)慶祝・クラブ総会
12/10(火)ゲストスピーチ
北良株式会社 代表取締役社長 笠井 健 様
12/17(火)ゲストスピーチ
花巻市社会福祉協議会 会長

髙橋 照幸 様

12/24(火)Xmas 家族会
（ホテルグランシェール花巻）
18：00～ 親睦委員会

◆3162 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
味噌カツ

■会長の時間（14/48）鹿討康弘 君
今、流行りの喉風邪のせいか、立花さんの悪口を言いすぎ
たせいか、声が全く出ない状態で 10/26、東京出張から
戻り、そのまま橋川幹事と大船渡 RC60th 記念祝賀会に
参加して参りました。姉妹クラブの上尾西 RC、友好クラ
ブの東京世田谷南 RC との締結式もあり、多くの会員が
参加しておりました。パーティーのアトラクションでは、
ビックバンドや、チンドン屋も登場し、盛り上がりました
が、車で帰る時間の都合上、最後の「手に手」をつながず
に帰ってまいりました。
また翌日の 10/27 は花巻南 RC 主催の IM でしたが、
お忙しい中、ご参加いただいた方々ありがとうございま
した。
最近読んだ「八月のひかり」とい
う児童文学書があります。「ひとり
親」
「こどもの貧困」をテーマにした
ある小学 5 年生の少女と幼い弟と
お母さんのひと夏の物語です。児童
向けの本ですが、読むべきは「大人」
だと覆いました。子供は生きるべき
環境を選べません。その環境を作る
大人の責任を考えさせられます。良書です。ぜひお読み下
さい。

◆米山奨学会研修会報告
米山奨学会委員長 伊藤隆規君

10 月 6 日(日)に仙台で行なわれた、
米山奨学会研修会に行って参りまし
た。今回は米山奨学生 2 名が来てお
り、一人は男性で韓国から来ていて
東北大学 2 年生で数学を専攻してし
ている方です。3 分くらいの日本語で
のスピーチもとても上手でした。も
う 1 人が女性で中国から来ていて同
じく東北大学 2 年生で博士課程にて勉強をしています。
現在米山奨学生が全体で 850 名、2520 地区は 14 名
です。研修会では、普通寄付・特別寄付がありますが、普
通寄付は事務局から毎回納付されるのに対して、特別寄
付は額はともかく広く協力をお願いしますとお話があり
ました。それが研修会の主な目的だったのではないかと
思います。
今日は米山奨学会の DVD を準備しておりましたので
ご覧頂きたいです。

―――――以下 DVD より抜粋―――――
2017 年 7 月ロータ
リー米山記念奨学会
は財団設立 50 周年を
迎えました。事業の創
設以来一貫して日本
で学ぶ外国人留学生
の支援を行っていま
す。その目的は「日本
と世界の架け橋にな
る人材を育てる」ことです。
米山奨学事業は、日本のロータリーの父、そして奉仕の
人と呼ばれた米山梅吉翁の死後、その遺徳を祈念して始
まりました。
日本初のロータリークラブ、東京ロータリークラブを設
立したのは 1920 年梅吉翁が 52 歳の頃、66 歳で三井信
託株式会社の社長を退き、三井報恩会の理事長に就任す
ると社会事業・医療事業への奉仕活動はさらに広がりま
す。
1967 年財団法人ロー
タリー米山記念奨学会
設立しました。この奨学
事業には大きな特徴があ
ります。それは奨学生 1
人 1 人に地域のロータリ
ークラブが世話クラブと
なりそのクラブの会員が
専任のカウンセラーとし
て日本での生活の相談役となる「世話クラブカウンセラ
ー制度」です。奨学生は日本の学校で勉強する傍ら、毎月
世話クラブの例会に出席し奨学金を受け取ります。そし
て世話クラブやカウンセラーとの交流を通じて日本の文
化や奉仕の精神を学んでいきます。

スタートから 60 年以上続いてきた奨学事業。これまで
支援してきた留学生はおおよそ 2 万人。支援した国と地
域は 120 以上となりました。

◆出席報告
32 人中 12 人出席
前回修正 61.5％

出席委員会

出席率

46.1％

メーキャップ
10/26（土）大船渡 RC 創立 60 周年記念
橋川秀治君・鹿討康弘君
10/27（日）第 2 分区インターシティミーティング
阿部一郎君・鹿討康弘君・佐々木史昭君・
立花徳久君・吉田和洋君・橋川秀治君・
谷村繁君・三田望君・藤田勝敏君

■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≫
大船渡 RC60th 記念式典に橋川君と出席して参りまし
た。素晴らしい料理を味わい、最後のお鮨まで頂きま
したが、時間の都合上「手に手を」つながずに帰って
きました。最近読んだ「八月のひかり」という児童文
学書があります。ある小学 5 年生の少女と幼い弟とお
母さんのひと夏の物語です。良書です。ぜひお読み下
さい。
≪橋川秀治君≫
伊藤米山奨学会委員長、突然のお願いにも関わらず、
楽しい報告ありがとうございました。明後日から壱岐
に里帰りして来ます。同級生との飲み会で楽しんでき
ます。
≪三田望君≫
伊藤隆規さん米山の報告ありがとうございました。再
来年の台湾での学友会世界大会へぜひ参加しましょ
う。
≪吉田和洋君≫
土曜日は専修大校友会定連で釜石でした。日曜日は IM
に出席し宮沢賢治さんの新たな気づきができました。
親睦も深められました。昨夜は花巻 YEG の定時総会
でした。次年度会長は大迫。頑張ってください。
≪笹木賢治君≫
10 月 17 日のプロ野球ドラフト会議にて花巻リトル
シニア出身の堀田賢慎投手が巨人に 1 位指名されまし
た。チーム結成から 10 年目に当たり、これまでに物
心両面で協力を頂いた皆さんに心より感謝申し上げ
ます。今後ともご支援と応援を宜しくお願い致しま
す。
≪阿部一郎君≫
本日午前中は会社の健康診断で花巻病院に行って来
ました。体重も去年とほとんど変わらず身長も同じで
一安心しています。年を重ねて来ましたので、減量し
ようかと思っています。(思っているだけです。)
≪上田穣君≫
またまた裁判所の調停が入ったため、途中での失礼を
お許し下さい。さて、今月は羽黒山・月山・湯殿山と
出羽三山に行ってきました。国宝・羽黒山五重塔から
の 2446 段の石段は結構キツかったのですが達成感も
あり感動しました。湯殿山神社のご神体も神秘的でな
かなかなものでした。皆さんもぜひ行ってみて下さ
い。
≪立花徳久君≫
本日は所用があり早退致します。
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
委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏
編集責任者：鹿討康弘
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