
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」 

第 3178 例会    2020 年 03 月 03 日(火) 
                   ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日、鹿討会長が久慈での講演のた

め不在ですので、代わりに副会長の時

間２回目のお話しをさせて頂きます。 

２月 22 日は「服薬支援見守りを考え

る-地域包括ケアにおける活用-」と題し

て、なはんプラザでセミナーが開催されました。基調講

演、事例報告、弊社服薬支援装置の実演、パネルディスカ

ッションの構成で行われました。三田さんに参加しても

らい感謝します。内容は 2 月 24 日の岩手日日新聞の一

面で紹介されております。参加人数が少なく、少々物足り

ないセミナーとなったことが残念です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RI 創立記念日にちなみ、 

国際奉仕委員長 上田穣君 
創立記念日にちなみということで、少

し紹介をしたいと思います。皆さん既に

ご存知だとは思いますが、ロータリークラ

ブは 1905 年 2 月 23 日にアメリカイリノイ州シカゴに

おいて、青年弁護士ポール・ハリスと 3 人の友人達（シ

ルベスター・シール（炭鉱商）、ガスターバス・ローア（鉱

山技師）、ハイラム・ショーレー（洋服仕立て業））とで出

来たクラブになります。 

この 2 月 23 日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和

の日」（World Understanding and Peace Day）として

遵守されています。 

現在はクラブ数が 36,082、会員総数が 1,221,067 人

となります。 

 

鹿討会長のリクエストにより、温泉の話をしたいと思

□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 

□クラブ協議会 次年度各委員会選出 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 

◆3177 回 例会の概要   

■副会長の時間（28/48）阿部一郎 君  

 

 

 

 

 

Rotary International District 2520

国際ロータリー第2520地区
花巻ロータリークラブ

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

RI Theme

2019-2020

・友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業計画に

ついて（照会）・友好都市交流委員会情報誌「ひと花」

第 20 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〕 

・2019-20 年度青少年交換（短期）プログラム  

新型コロナウイルス感染拡大に伴う中止のお知らせ 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕 

03/10(火) ゲストスピーチ  

笑いのたねプロジェクト 代表 後藤誠子様 

03/17(火) クラブフォーラム 

 （ロータリーカップ中止のため未定） 

03/24(火) クラブフォーラム  

 花巻 RC 奨学生卒業報告 

03/31(火)ゲストスピーチ      陳 平芸さん 

04/07(火) 慶祝 

04/14(火) 未定 

04/21(火)クラブフォーラム 

04/28(火)観桜会（歳祝い）菊の会合同 夜例会 

（担当：親睦委員会） 

05/05(火)ＧＷ休会（定款第６条による） 

05/12(火)慶祝・会員卓話 

◆例会プログラム      進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム・その他の予定 

◆幹事報告               幹 事 

◆クラブフォーラム 

例会メニュー 

牛肉の煮込み 
ハヤシライス仕立て 



います。（本日鹿討会長は出張の為、不在ですが…） 

まず、「鶴の湯」へ行ったことある方はいらっしゃいま

すか？「鶴の湯」は秋田県仙北市の乳頭温泉郷にありま

す。他にも、「妙乃湯」「黒湯温泉」「蟹場温泉」「孫六温泉」

「大釜温泉」「休暇村乳頭温泉」と計 7 つあります。お湯

の成分がほとんど違い、特に「鶴の湯」は白いお湯で、大

きな露天風呂やいろいろな内湯がありとても人気です。

インターネットで予約は出来ないようになっているよう

です。7 つの温泉の中では「休暇村」が近代的な建物で、

温かく安い値段で宿泊できます。 

「湯めぐり帖」という、温泉郷内施設で 1,800 円で購

入できる手帳があります。どこの温泉(乳頭温泉郷内)で

一回ずつ温泉に入れて、1 年間有効です。加えて、温泉郷

では 1 時間おきにバスが循環していて、この手帖があれ

ばそのバスに乗れるシステムになっています。 

是非、いずれかの温泉へ泊ったら「湯めぐり帖」を買う

ことをお勧めします。 
 
 
 
 
 

立花徳久君 

先週の日曜日に佐々木史昭君と留学生の
ジョシー、イレーヌ、未愛ちゃんを連れ
て、安比高原スキー場へ行って参りまし
た。 

とても素晴らしい天気で、横殴りの雪
で前が全然見えなくて、車を途中で止め
て走らなきゃならないという状況で、も
ちろんゴンドラも運転中止、セントラルクワッドに行列
という状態でした。 

佐々木史昭君につなぎます。 

佐々木史昭君 
リフトに乗るのに、60 分待ちました

が、ザイラー連絡クワッドとザイラー
クワッドに乗ると、ザイラーコースを
滑れるようになっています。意外に広
く、吹雪でも楽しく滑ることが出来ま
した。ジョシー、イレーヌ、未愛ちゃん、

立花君の息子さんが一緒に行ってくれまして、非日常感
が楽しめて、大変良かったなと思いました。 

今週末に青少年交換地区の委員会の最終オリエンテー
ションを予定しておりますが、その前の日に 3/12～オー
ストラリアとオクラホマへ留学生を本当に送っていいの
かを決定致します。 

ガバナーからは、出来る限り送るようにという指示が
ありましたので、送るのを前提に準備を進めている状況
ではありました。日々、送りにくい状況は皆さんのお察し
の通りで、このままだと少し厳しいのかなと思いながら
も、後 5 日間様子を見て決定していく予定です。 

 
 
 

 

32 人中 17 人 出席  出席率 60.7 ％ 

   前回修正  67.8％ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆出席報告          出席委員会 

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

 
メーキャップ 

2/16（日)地区チーム研修セミナー 

  佐々木史昭君・橋川秀治君 

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 ≪橋川秀治君≫  
コロナウイルスのお陰で花粉症でマスクをしていても
普通というご時世になりました。鼻水と涙がコロナウ
イルスを洗い流してくれることを期待して花粉症を乗
り切りたいと思います。 
≪上田穣君≫  
24 年バッチをありがとうございます。欠席しがちで、
1 月のボックスができなかったので 
２月になってしまいました。大好きな温泉の話にお付
き合い頂き、恐縮です。 
≪三田望君≫  
・上田さん、温泉話勉強になりました。由緒が解って行
くと趣も変わるのではと思いました。 
・ロータリー財団のマルチプルフェローのバッジあり
がとうございます。 
≪藤田勝敏君≫  
4 月初旬にベトナムと名古屋への出張予定があり、ま
だ主催者から中止・延期の連絡がありません。中止を祈
る毎日です！ 
≪佐々木史昭君≫  
先週日曜、立花さんと立花悠さん（御長男）と長期生の
ジョシー、イレーヌ、短期オーストラリア派遣生の千葉
功さんのお孫さん未愛ちゃんの 6 人で安比高原スキー
場に行って参りました。あいにくの吹雪でゴンドラも
止まり、リフトに乗るのに 50 分も並びましたが、めず
らしい顔合わせでとても楽しく過ごしました。 
≪髙橋豊君≫  
遅くなりましたが、平塚 RC の皆さんとの交流はとて
も楽しく、有意義でした。特に前会頭の福澤さんは、ク
ボタの元特約店だったのことで、農機業界の話で盛り
上がり、大変勉強になりました。わんこそば大会出場の
皆さん、お疲れ様でした。 
≪立花徳久君≫  
日曜日に RC 留学生の皆さんと荒天の安比スキー場に
行ってきました。横殴りの雪の中リフトに乗るのに 1
時間並んで大変楽しんで参りました。ただ中でもイレ
ーヌが１年に 1 週間アルプスでスキーをするようで、
さすがの滑りでした。 
≪吉田和洋君≫  
東京での娘の住むところも無事に決まり一安心。なん
と立花さんの娘さんも沿線上の近くの駅の街に住むこ
とになったと聞いて更に安心。ご縁に感謝！ 
≪谷村繁君≫  
2 月 15 日、橋川幹事、ジョシーさんのご協力のもとキ
ッズイングリッシュを開催。楽しいひとときでした。講
師料をボックスします。 
≪阿部一郎君≫  
今日は、鹿討会長出張の為、代役を務めさせて頂きまし
た。まだ不慣れな部分がありましたが、代役ということ
でご容赦願います。コロナの流行はこれからが本番で
す。気を付けましょう。 
ニコニコ・ボックスへのご協力、 

ありがとうございました。 

◆委員会報告 

～以降省略～ 


