
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
12 月 RI 月間テーマ「疾病予防と治療月間」 

第 3168 例会    2019 年 12 月 10 日(火) 
                      ホテル花城 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日のメニューは私のリクエス
ト「豚バラ肉の生姜焼き」です。例
会初登場だと思います。本当はご
飯のお代わりをしたかったのです
が我慢しました。先週の台湾で何
を食べても美味しくて、朝から晩
まで食べていた結果、実は 3Kg ほ
ど肥えてしまって私の現在の体重
は60年間の中でMaxとなっています。記録更新中です。 

今年の春先に風邪をこじらせて肺炎になって一か月あ
まり食べれなかった時に 5Kg 痩せましたが、あの時と比
較すると 10Kg 近く肥えました。 

皆さんに謝まらなければいけないことがあります。 
土産のパイナップルケーキを紛失してしまいました。重
い思いをして持ってきた土産の大袋の中にあったはずな
のですが、見当たりません。どこを探しても出てきませ
ん。本当に申し訳ありません。 

台北旭日（あさひ）RC 例会訪問のお話は、他のメンバ
ーが後で話すことになっていますので詳しくは話しませ
んが、面白かったのは、名札に「ニックネーム」が書いて
あり、ニックネームで呼び合っていました。たとえば「シ
ッシー！（鹿討）」「ハッシー！（橋川）」「ヨッシー！
（吉田）」「ミッキー！（三田）」てな感じです。またロ
ータリーソングがオリジナルなんです。会員の作詞作曲
の歌でした。ぜひ来年の阿部年度では、私が作詞作曲した
ロータリーソングを採用してほしいと思いました。 
 
 
 

会員誕生  
宮腰賢一君・高橋健君・佐藤誠吾君 

夫人誕生 
滝田和子(吉郎)・上田昌子(穣)・小原洋子(紀彰) 

結婚記念 
前田毅/圭枝 

おめでとうございます。 
 
 
 
吉田和洋君 

初めての LCC(タイガーエア)、花巻空港からという事
で行きは夕方発で 4 時間で行けます。座席が微妙な狭さ
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2019-2020

◆3167 回 例会の概要   

・12/14（土）令和元年度花巻チーム卒団式のご案内 
〔リトルシニア東北連盟 岩手県支部 

 花巻チーム 会長 笹木 賢治〕 
・疾病予防と治療月間リソースのご案内 

〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室〕 
・12 月ロータリーレート 1 ドル＝108 円 

〔国際ロータリー日本事務局 経理室〕 
・1/13（月）公益社団法人花巻青年会議所 

二〇二〇年度賀詞交歓会のご案内 
〔公益社団法人花巻青年会議所 

第六十四代理事長 藤田甲之助〕 
・2018 年度事業報告の送付と基金へのご寄付のお願い 

〔一般財団法人比国育英会バギオ基金 会長 多田 宏〕 
・クリスマスツリーの寄贈について（お礼） 

〔児童養護施設 清光学園 園長 高橋一栄〕 
・花巻市友好都市交流委員会情報誌 

「ひと花」第 19 号の配布について 
〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・ナショナル・パーク・カレッジ学生交流プログラム 
来日学生の歓送迎会並びに 

（仮称）アーカンソー・ディスカッションについて 
〔富士大学異文化交流センター センター長 中村良則〕 

・2018-19 年度事業報告 
〔一般社団法人ロータリーの友事務所 

 委員長・代表理事 片山主水〕 
・「盛岡いのちの電話広報 122 号」の送付について 

〔社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金澤弘幸〕 

□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  

北良株式会社 代表取締役社長 笠井健様 
□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 
 

◆慶祝 

 

■会長の時間（18/48）鹿討康弘 君  

 

◆例会メニュー 

豚バラ肉の 
生姜焼き 

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 

12/31(火)休会(年末休み：定款第 6 条) 
1/7(火)慶祝・新年乾杯・クラブ協議会 

(前期事業報告：職業/社会/国際/青少年) 
1/14(火)内容未定 
1/21(火)内容未定 
1/28(火)市内 3ＲＣ合同新年会 

◆台湾視察報告 

◆今後のプログラム・その他の予定 

◆例会プログラム    進行：会場監督 S.A.A 

◆幹事報告               幹 事 

Web 



で少し体格がいい方はきついかなという印象です。 
桃園空港から夕食会場へ向かう予定でしたが何故か通

り過ぎ、宿泊ホテルへ到着というハプニングもあり。(無
事に夕食は食べられました。)その後、我々花巻組はホテ
ルで部屋飲みを午前 1 時頃までやっておりました。 

台湾旭日 RC の例会は月に 2 回で基本的には夜例会が
多いとのことです。(夜例会につきもののお酒は無し)温
かいお茶お飲みながら、食事を食べながら皆さんとお食
事をして来ました。 

旭日 RC は人数が多いクラブではな
いので今回は倍以上の人数での例会と
なったようです。台湾の方々ですが日
本語が完璧で選挙の話等しながら交流
が出来ました。貴重な良い経験が出来
たと思っています。 

 
橋川秀治君 

初めての台湾でしたが、あまり異国
に来た感じがしなく、新幹線にしても
何となく見たことのある雰囲気で安心
できる感じがしました。外国嫌いの私
の妻を連れて行っても、満足してもら
えるんじゃないかと思いました。 

台湾に台湾大塚製薬がありまして、
そこの会長・社長に食事に誘って頂いたので、淡水クルー
ズをキャンセルしてそちらに行かせて頂きました。すご
く美味しい料理を鱈腹食べ、ホテルに帰りました。 

台湾の方はとても友好的でも例会時に隣りに座った方
が、台湾の監査法人の方で、今度仕事で台湾に行くんです
がライバル会社の会長さんが同じマンションにいらっし
ゃるそうで、諸々色んな情報を仕入れる事が出来ました。
仕事的にも大変有意義な旅になりました。 

 
三田望君 

滝ノ沢のパストガバナーから、「台湾
に行きませんか？」と、お誘い頂きまし
て、花巻に空港があるので、花巻の RC
と台湾の RC で友好クラブを結べばい
いんじゃないかと、おっしゃいました。 

その仕掛人が南郷成民さんで、私は
30 年以上前に仙台の大学校で人事等の
勉強をしていたことがございまして、その時成民さんも
いらっしゃいました。それから倫理法人会・RC でお付き
合いが深くなりました。成民さんから「台湾に行こうよ」
というお誘いを受けたので、台湾行きを決めました。 

2 日目、台北から嘉儀というところに新幹線で 1 時間
30 分くらいかけて南下しました。嘉儀の夜市は大変楽し
く飲んだり食べたりして、屋台が 1 ㎞ほど続いていてま
るで宵宮のようでした。 

再来年は台湾で世界大会が開催されるという事ですの
で、是非参加したいなと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

32 人中 14 人 出席  出席率  53.8％ 

   前回修正 64.0％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆出席報告          出席委員会 

メーキャップ 
 
11/28（木）208-19 年度地区会計監査会  

  谷村繁君 
11/29（金）2020-21 ガバナー補佐打ち合わせ会議 

  吉田和洋君 

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

制作：(株)ウノーインダストリー

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 ≪佐々木史昭君≫  
先週日曜日、花巻国際交流協会主催の「国際フェア in
花巻」が開催され、150 名超える学生ボランティア・
1500 名を超える市民の方々に参加いただき、大いに
盛り上がりました。理事長はあいさつだけで事務局ス
タッフがよくやってくれたおかげで、ただただ感謝す
るばかりです。 
≪橋川秀治君≫  
今回初めて台湾に行きましたが、毎日美味しい料理に
15,000 歩以上の歩数で健康になり、帰国後東京出張
で牡蠣に当たり土日は唸っていました。留守中お世話
を掛けた報いかもしれません。 
≪三田望君≫ 
台湾に行って参りました。日頃の暴走を戒める為に神
が休暇を与えてくれました。一時、じっくりと沈思黙
考。行く末のことを考えて来ました。同行の方には御
迷惑をかけました。 
≪立花徳久君≫ 
2 週間にわたる引っ越し大作戦は昨日が山場でした。
今朝の 6 時頃まで家族総出で行ないました。これから
帰ったらまた頑張ります！ 
≪阿部一郎君≫ 
本日は、次年度役員を承認頂きありがとうございま
す。次年度は花巻南ＲＣより伊藤ガバナーが出る年と
なります。そのため吉田和洋君には大活躍して頂かな
ければならない年になります。メンバーの皆様にも、
是非応援して頂きたいと思います。あと 6 か月ちょっ
とで次年度開始となります。皆様の御協力よろしくお
願い致します。 
≪鹿討康弘君≫ 
先週は台湾旭日ＲＣ訪問のため欠席となり、阿部エレ
クトは「副会長の時間」ありがとうございました。台
湾土産が行方不明になっております。必ず探し出して
お渡ししたいと思います。 
≪吉田和洋君≫ 
・楽しい台湾の旅でした。参加 16 人。昼となく夜と
なく食事の旅に飲んで、毎夜部屋で夜中まで飲んでい
たのは、花巻ＲＣの 4 だけ？盛岡の方々からは「まあ、
なんて飲む方々！」と見られていたかも。台湾新幹線
も快適でした。・次女が無事東京都内の大学に合格が
決まりました。頑張ってほしいものです。私も。 
≪藤田勝敏君≫ 
今週中に皆様へクリスマス例会の案内をお送り致し
ます。ふるってのご参加をお願いします。 
≪伊藤隆規君≫ 
母 葬儀に際しましては、ロータリーの皆様に大変お
世話になりました。厚く御礼申し上げます。 
ニコニコ・ボックスへの 

ご協力ありがとうございました。 
 


