
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」 

第 3181 例会    2020 年 03 月 24 日(火) 
                   ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新型コロナの影響によるマスク不足が
なかなか終息しませんが、先日たまたま
ポケットに入ったまま、使い捨てマスク
を洗濯してしまったのですが、普通に洗
えていました。柔軟剤のハミングの香り
も心地よく、いよいよ家の在庫が切れた
ら使おうかと思っています。洗浄した使
い捨てマスクはウイルスには効果ないようですが、アレ
ルギー用として効果を検証してみます。トイレットペー
パーの買い占めは収まったようですが、次に買い占めら
れるのは、同じように店頭から消えた消毒用の「除菌アル
コール」の代用品、「ハイター」ではないかと予測してお
ります。「次亜塩素酸ナトリウム」であるハイターは塩素
系漂白剤として除菌に効果的ですが、用途に応じて 50 倍
～250 倍に希釈してスプレーしたり、ドアノブなどふき
取りに利用する方法がネットで流れています。 
 
 
 
 

自己紹介を兼ねたスピーチをした
いと思います。私は 1958 年 8 月 16
日生まれ、地獄の釜の蓋が開いてい
る時に戻って参りました。仕事はダ
スキンの会社を経営しております。 

ダスキンは 1963 年に創業し、ビ
ルメンテナンスで使用する大きなモ
ップなどの業務用から翌 64 年には

一般家庭用のホームダスキンというものを始めておりま
す。加盟店は約 2,000 店ありますが、その半数が後継者
がいない状態となっており、時代を感じています。各県で
も吸収や統合で苦しい状況となっております。 

ダスキンでは様々な事業を展開しており、有名な所で
は「ミスタードーナツ」や害虫駆除の「ターミニックス」・
植木や庭の整備をする「トータルグリーン」そして、介護
系の「ヘルスレント」というものもございます。他にも飲
食店も様々展開をしております。 

新しい事業を展開・加盟する都度研修を受けて、いろい
ろな役も務め 60 歳も過ぎたところで「貢献するところは
だいたい終わったな」と思い余生を楽しむところでした
が、ロータリークラブに入会することになりました。新た
な気持ちでまた刺激をもらえるのではないかと思ってお
ります。問題児になるかもしれませんが、今後とも宜しく
お願い致します。 
 

□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 

□クラブフォーラム  

花巻 RC 奨学生卒業報告 奨学生委員長 佐藤良介君 

□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 

                  

・国際ロータリー第 2520 地区 

2019-20 年度地区大会決議案の採択について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕 

・2020 年ロータリー国際大会中止のお知らせ 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕 

 

 

 

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

03/31(火) ゲストスピーチ 

「台湾総統選挙リポート」 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 

05/19(火)クラブフォーラム 地区協議会報告 

05/26(火)花巻 RC 奨学生 奨学金交付式 

(担当：奨学生委員会) 

◆会員卓話           藤村弘之君 

◆例会プログラム      進行：会場監督 S.A.A 

◆3180 回 例会の概要   

◆今後のプログラム・その他の予定 

例会メニュー 

■会長の時間（31/48）鹿討康弘 君  

 

 

天重 

◆幹事報告               幹 事 



 
 
花巻南 RC 千葉功様 

ジョシーは本来であれば、今年の７
月までいる予定でした。桜を見るのを
本当に楽しみにしていたようです。 

早期帰国が決まってから夜も寝れな
いようで、ストレスが溜まっているよ
うです。現状では食事くらいしか外へ
連れ出す事しかできませんが、幸いな
ことに私の同居している孫がジョシーと同級生で仲良く
してくれており、我々としては大変助かっております。 

ジョシー自身は、早期帰国によって「東京へ行ってうつ
るかもしれない」「空港へ行ってうつるかもしれない」そ
して「アメリカに帰ったら 2 週間、家に閉じ込められる
のではないか」と心配をしております。どうぞ皆さん、声
を掛けてジョシーの思いを聞いて頂ければ幸いです。 

本日は花巻南 RC 会長としてではなく、ホストファミ
リーとしてお邪魔させて頂きました。 
 
長期留学生 ジョシー・ベーコンさん 

とても悲しいです。7 月前にアメリ
カに帰ることは想定していなかった
ですが、残念ながらコロナウイルスの
ために予期せず、アメリカに帰国させ
られてしまいます。 

私はとてもショックを受けていま
すが、親切にしてくれた日本の人たちに心から感謝して
います。 

私はまだ、みんなと思い出を作りたいと思っています
し、まだやりたいことも沢山あります。一緒に過ごしたい
人も沢山います。すぐに気持ちの整理をすることは出来
ません。私は毎日学校に行き、みんなと毎日コミュニケー
ションをとる事を楽しんでいました。 

私は日本が大好きです。ここでのすべての経験と出会
ったすべての人たちに感謝しています。残りの時間で出
来るだけ多くの友達と会えることを願っています。 

強い気持ちで困難なこの時期を乗り切るために最善を
尽くします。日本が大好きです。 
 
佐々木史昭君 

我々委員会からすると、二人(ジョシーさん・藤舘英梨
奈さん)には最後の最後までそれぞれの国を代表とする
大使としてちゃんと振舞って、全うしてくるようにと伝
えていましたが、ジョシーの先程の挨拶を聞いてしっか
り果たされているなと感動いたしました。最後まで良い
経験をして、帰ってもらいたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 人中 14 人 出席  出席率 51.8 ％ 

   前回修正  59.2％ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告          出席委員会 

≪鹿討康弘君≫  
ジョシー、花巻のおじさん達の事忘れないでね‼コロナ
が終息したらまた日本に来てください。桜の季節に。 
先日の日曜日、資源回収でした。家人（かじん）が飲み
干した「ジム・ビーム」ハイボールのアルミ缶をプラド
に積み込み 2 往復しました。鹿討家だけで一山（ひとや
ま）築き、逃げるように帰ってきましたとさ。 
≪藤田勝敏君≫  
ジョシーさん、あっという間に日本語が上達してびっく
りです。 
株価の下落に心を痛める毎日です。コロナの早期収束を
切に願います。 
≪藤原喜子君≫  
皆さん‼3 週に渡って、ホワイトデーのお返しありがと
うございます。皆さんのご負担になるかなあと思ったの
ですが、やっぱり来年も続けます。それと藤村弘之さん、
ようこそ花巻ロータリークラブへ。 
≪谷村繁君≫  
Josie さん、キッズイングリッシュ 3 回お世話になり、
ありがとうございました。楽しかったです。また会いま
しょう。 
≪立花徳久君≫  
ジョシー、楽しい思い出ありがとう。スキーに一緒に行
った事、良い思い出になりました。 
≪三田望君≫  
①ジョシー、突然のお別れになり残念です。沢山の思い
出をありがとう。アメリカに帰っても元気で頑張ってく
ださい。また花巻に来れればいいね。 
②藤村君スピーチありがとう。心強い仲間が増えて嬉し
いです。外国旅行の時は是非お供させて下さい。 
≪佐々木史昭君≫  
ジョシーがコロナウイルス感染防止による早期帰国の
基本方針にのっとって、来週早々に帰国する事になった
ようです。一方、藤舘英梨奈さんの早期帰国が 3 月 30
日の便で決まったようです。いずれも大変残念ですが、
7 カ月間の経験は必ずや将来の日本の架け橋につなが
ることを確信しています。 
≪阿部一郎君≫  
花巻南 RC 千葉会長、交換留学生ジョシーさん花巻 RC
例会に参加ありがとうございます。 
コロナの関係で予定が狂ってしまい、残り少ない岩手の
生活を頑張って下さい。藤村さん卓話ご苦労様でした。 
≪橋川秀治君≫  
藤村さん、楽しい卓話ありがとうございました。多岐に
わたる話が流れる様に出て来てすごいと思いました。ま
た、いろいろ聞かせて下さい。ジョシー、突然の帰国シ
ョックです‼花見をしながらバレーボールしたかっ
た！キッズイングリッシュでみせてくれたボランティ
アスピリットでアメリカでも活躍してください。 
 
ニコニコ・ボックスへのご協力、 

ありがとうございました。 

メーキャップ なし 

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

◆青少年交換長期留学生  

＜会報委員会後記＞ 

お別れのスピーチ中に涙で息を詰まらせるジョシーと佐々木

地区青少年交換短期委員長。その後の定例報告者にも二人の

想いが伝染して、涙を浮かべながらの報告となりました。 

コロナウイルスによるパンデミックという異常事態の中で、

無念の帰国となったジョシー、学生の安全第一に苦渋の決断

をした各国の地区・クラブ。パンデミックという災いを共に

乗り越え、みんながまた絆を深め合える日が一日も早く来る

ことを心から願っています。          H.S 


