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◆3169 回 例会の概要

ホテルグランシェール花巻

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
□本日のプログラム、メニュー
□会長の時間
□幹事報告および委員会報告
□出席報告
□閉会点鐘
例会終了後、
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幹事
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鹿討会長
幹事
出席委員会
鹿討会長

Xmas 家族会
司会進行：親睦委員会

◆幹事報告

幹 事

・RLI 研修終了について
〔ＲＩ第 2520 地区 2019-20 年度 ガバナー
鈴木賢〕
・ハイライトよねやま Vol.237
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・2019－20 国際ロータリー第 2520 地区第 2 分区
インターシティ・ミーティング報告書
〔花巻南ＲＣ 会長 千葉功〕

◆今後のプログラム・その他の予定
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) 花巻北 RC 国際奉仕委員長 佐賀忠臣 様
『カンボジアの井戸掘り支援事業報告』
1/28(火) 市内 3ＲＣ合同新年会

◆例会メニュー
天重

■会長の時間（20/48）鹿討康弘 君
このあと家庭裁判所での調停があ
り、申し訳ありませんが、早退させて
いただきます。
花巻市社会福祉協議会様には「ぬ
くまる食堂」の設立・運営に関しまし
てスタッフの皆様に物心両面で大変
お世話になっております。改めて髙
橋会長には御礼を申し上げます。
先週の土曜日ですが花巻リトルシニアの卒団式に行っ
てまいりました。リトルシニア会長の笹木賢治さんから
花巻 RC 会長としてお招きを受け参加させて頂きました。
早いもので設立 10 周年なそうで、心からお祝いを申し上
げます。設立当初から「いつか花巻リトルシニアからプロ
野球へ」と思っていたそうですが、皆様もご承知の通り今
年、OB の堀田君が読売巨人軍ドラフト 1 位となり、笹木
会長の夢が叶ったこと、とても嬉しく思います。そして卒
団する選手が口々に両親や監督・コーチに感謝の言葉を
述べていつもながら感動的な時間でありました。現役に
も全日本選抜の 4 番を打つ選手がいるようで今後の活躍
が楽しみです。

◆ゲストスピーチ
「福祉の仕事に生かされて」
花巻市社会福祉協議会
会長 髙橋照幸様
まず話に入る前に、こども食堂
(ぬくまる食堂)運営について皆様
に御礼申し上げます。岩手県内でも
ロータリークラブがこういう活動し
ているのは初でありまして、各地区から注目もされてい
るところでございます。
来年 8 月に全国地域福祉実践セミナーというものが
8/20～21 まで花巻で開催されます。全国から 1,000 人
くらいお客様がいらっしゃるのではないかと思います。
そこで鹿討会長へパネラー(事例発表)をお願いする予定
になっております。幅広く、皆様へ活動紹介が出来ればと
思っております。
さて、今年の 6 月 25 日に花巻市社会福祉協議会の役
員改選がございまして、会長に就任しました。
私は福祉の道に進むという将来設計が無いままに学生

時代は勉強をしておりました。高校は黒沢尻工業、工業大
学へ進学し、空間設計(スペースデザイン)や車のデザイ
ン等を勉強しました。その中で、卒業設計をする際に花巻
市文化会館のような建物の設計を選びました。その時の
教授が、「これからの社会は足の不自由な方・目の不自由
な方、そういう方々も利用しやすい施設にならなければ
ならないよ」というアドバイスを頂きました。そこから福
祉にハマったのかなと、今では思っております。通路はど
のくらいの幅は必要なのか？トイレはどうあるべきなの
か？さらに建物内にレストランを作るにはどうしなけれ
ばならいなのか？福祉とは関係のない分野から少しのア
ドバイスで福祉にのめりこみ、現在につながっています。
----中略---＊地域の皆さんと関わる時にこころ掛けていること
「3K のこころ」
1. 感謝するこころ
2. 謙虚のこころを持ち続ける
3. 共感するこころ
最後に・・・
今年、各地域で行われた敬老会参加させて頂いた際に、
あるご婦人からお話を頂きました。「私は 81 歳になりま
すが、最近足腰が弱くなって免許証を返納しました。唯一
の楽しみがドライブだったのでその楽しみがなくなって
しまいました。他の生きがいを探して『サラリーマン川
柳』に出会ったんです。」と、川柳を披露頂きました。
とてもユーモアがあり、こういった
老後を過ごせたら、と思いました。
生きがいを持って、頭を柔らかく
し普通の生活をするというのが現
代では中々難しい事だろうなと思
いますが、今後も精進して参りた
いと思います。
髙橋照幸様、
ありがとうございました。

＊富士大学
キャリアセンター長 木村毅様
私は現在、富士大学で異文化交
流論とグローバルキャリア論とい
うものを教えております。
姉妹都市ホットスプリングス市
から AbbyHanks さんがいらっし
ゃいました。アメリカに行く日本人
留学生が非常に減っているとのことで、留学生数を増や
したいとの思いで、
「アメリカの事を知ってもらうプログ
ラムを作ろう。知ってももらうためには来てもらえばい
いだろう。来てもらうにはアメリカと交流している地域
はないか？」ということで、花巻とホットスプリングスが
30 年近く交流があるということで選ばれました。ホット
スプリングスから 1 名こちらからも 1 名出すという形で、
勉強等の固い事ではなく、文化をみて人と触れて地域性
を学んでくるというプログラムで今回来ておりました。
＊ナショナル・パーク・カレッジ学生
Abby Haks さん
こんにちは、アビー・ハンクスで
す。ナショナルパークカレッジ 2 年
生の 19 歳です。大学では歴史(主に
芸術の歴史)を学んでいます。

今日はホットスプリングスと大学についてお話をした
いと思います。ホットスプリングスはネイティブ住人が
温泉を発見し、スペインから来た人が町を作り発展して
いきました。「Valley of the Vapors 蒸気の谷」と呼ば
れるようになり、そこから温泉が広がって行きました。温
泉に入る為に世界各国から観光客がきます。790 万人の
人が訪れます。
大学は 20 以上の建物があり、
学生数は 7500 人です。
398 の学科(科目分)があります。235 の学位をとれます。
花巻・ホットスプリングス
がお互い歴史を紹介しあえて
とても楽しく思いますし、お
互い温泉町ですので共通点が
あり大変うれしく思います。
この関係がずっと続いていけ
ばいいと強く思います。
木村毅様、Abby Hanks さん、ありがとうございました。

◆出席報告
32 人中 13 人 出席

出席委員会

出席率 48.1％

前回修正 59.2％
メーキャップ
12/10（火）ぬくまる食堂
橋川秀治君
12/14（土）花巻リトルシニア卒団式
笹木賢治君・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≫
13：30 より家裁で調停があり早退致します。私の調
停ではありません。花巻市社会福祉協議会髙橋会長、
ナショナルパークカレッジ Abby さん、富士大木村セ
ンター長、本日はありがとうございました。
≪阿部一郎君≫
社協 髙橋会長、富士大キャリアセンター長、アビーさ
ん、本日は花巻 RC 例会に参加頂きありがとうござい
ます。先日、コウ・シヘイさんからラインで花巻 RC の
住所確認がありました。何かなと思っていたら、本日
お菓子が届いており、後でお礼をしておきます。台南
市のニトリで元気良く働いているようです。
≪佐々木史昭君≫
富士大学とホットスプリングス ナショナルパークカ
レッジとの新しい交流の始まりとして、親善大使とし
て花巻にお越しになったアビー・ハンクスさん、富士
大学キャリアセンター長の木村毅さんの来訪を心か
ら歓迎いたします。花巻市社会福祉協議会 髙橋会長、
ゲストスピーチありがとうございます。
≪三田望君≫
髙橋照幸会長、貴重な楽しいお話をありがとうござい
ました。これからも世の為、人の為に御活躍下さい。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。
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