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例会の概要

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
□ゲストスピーチ
ちん ぴんゆぃん
「台湾リポート」奥州市地域おこし隊 陳 平 芸 さん
□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

・2019-20 年度 青少年交換
（短期オクラホマ受入）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〕
・2020 年ロータリー国際大会中止に関する補足説明
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕
・国際ロータリー出版物 販売終了のお知らせ
〔国際ロータリー日本事務局〕
・盛岡いのちの電話「広報 123 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〕
・会長エレクト研修セミナー資料送付について並びに
2020-2021 年度ガバナー公式訪問の計画変更について
・国際ロータリー第 2520 地区
2020-2021 年度「地区賦課金」についてのお願い
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト伊藤 智仁〕

◆今後のプログラム・その他の予定
04/07(火)
04/14(火)
04/21(火)
04/28(火)

慶祝
未定
クラブフォーラム
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)
06/04(火)慶祝・クラブ協議会(年間事業報告)

例会メニュー
ポークのパン粉焼き
トマトソース

■会長の時間（32/48）鹿討康弘 君
昨日、ジョシーが 12：19 発の新幹線で
無事に花巻を出発しました。新花巻駅に
はホストファミリーや同級生、花巻北高
校の先生方など沢山の関係者の皆様が
集まり、それぞれ別れを惜しんでおりま
した。成田までは佐々木史昭君が付き添
い、先ほど花巻に戻って来られたばかりのようです。本当
にお疲れ様でした。『会うは別れの始め』というように、
この世で出会った人とは必ず別れなければいけません。
会員でもあり、9 年に渡り商工会議所を支えてきた伊藤
専務も後進に道を譲りたいと言うことで、専務の職を退
任なさるそうです。親しい方との別れは辛く、悲しく、淋
しいものですが、それでもまた人は出会います。生きてい
る限り出会いから逃れられません。伊藤専務、9 年間、あ
りがとうございました。

◆花巻 RC 奨学生卒業報告
奨学生委員会委員長 佐藤良介君
本日は花巻北高校校長、菅野慎一先生
と 3 名の奨学生の方々にお越しいただ
きましたので、皆さんよりスピーチをお
願いしたいと思います。
花巻北高等学校 校長 菅野慎一様
本日は令和元年度の奨学生卒業報告
会へお招きを頂きましてありがとうご
ざいます。そして、花巻ロータリークラ
ブ様にはいつも本校の生徒がいろいろ
とお世話になっており、厚く御礼申し上
げます。
3 名の奨学生の生徒像についてお話したいと思います。
3 月 1 日に卒業式がございましたが、今年度卒業生の一
人の K.K さん。担任からはいつも明るく、前向きに物事
を取り組んでくれていると、報告を受けています。もとも
とソフトボール部でしたが、部員数の関係でハンドボー
ル部に移籍し、更にはキャプテンとなって皆を引っ張っ
てくれたと聞いております。
次に 2 年在籍の T.Y 君です。出された課題はしっかり
提出するなど、とにかく真面目に学校生活に取り組んで
おり、2 年生時は皆勤で出席したとのことです。中学校ま
では剣道部でしたが、高校からはバレー部に入りまして
新人戦ではレギュラーを勝ち取るまで成長しています。
将来は大学の工学部に進学したいと考えています。

そして、1 年在籍の F.C さんです。明るい性格で、学校
行事も率先してクラスの中心になっています。卓球部に
所属しており、1 年生ながら地区の新人大会では個人優
勝もしております。進路は、被服関係を学びたいとのこと
で、生活科学の方向で考えているところです。
本校で勉強だけでなく、他の活
動も頑張っており充実した高校生
活を送っていることをご報告致し
ます。これもひとえに花巻ロータ
リークラブ様のお陰と感謝申し上
げます。
奨学生の方々のスピーチ(一部抜粋)

3 年生 K さん
大前提として一級建築士になることが私の夢でありまし
て、更にはユニバーサルデザインを研究して、すべての方
に安全・快適に過ごしやすい家や建物・施設を作る事が私
の目標です。
2 年生 T 君
現在大学の工学部に進み、電気電子情報工学科で勉強し
たいと考えていています。今の日本では温暖化が進み、海
の水位が上がることで島国が沈んでしまう可能性がある
と聞き、その問題を解決するために、循環型電気製品や電
力の発電方法など学びたいと思い進学を考えています。
1 年生 F さん
私はこの一年間で自分の夢に自信を持つことが出来まし
た。夢はファッションバイヤーです。花巻北高校は進学校
で入学当初は不安がありましたが、授業の中で自分の夢
等を考える場面が多く、周囲の将来の夢や希望を見て私
も自信を持つことが出来ました。

◆委員会報告
佐々木史昭君
ジョシー・ベーコンさんですが、昨日
12：19 分の新幹線に乗り、花巻を発ち
ました。先程、メールが入り無事にミネ
アポリスに入ったと報告がありました。
ウィチタから迎えに来てもらい、そこか
ら 2 週間自宅待機となります。
藤舘英梨奈さんの方も、アメリカで渡航制限をする事
となり、本日日程を早めて帰国となります。
短期については、6 月プログラムは中止になります。ま
た、新年度になり 8 月の
プログラムについてもほ
ぼ中止の見込みとなりま
す。 左から、
ニュートン RC バナー
5690 地区バナー
5680 地区バナー

◆出席報告

出席委員会

33 人中 14 人 出席
前回修正

出席率 48.2 ％

58.6％

■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≫
菅野校長、奨学生の皆さん、本日は花巻 RC にようこ
そ！！K さん、ご卒業おめでとうございます。菅野校長、
ご退職お疲れ様でした。皆様の今後のご活躍をご期待致
しております。K さんのスピーチがあまりにも上手く
て、自分が恥ずかしくなりました。勉強します。
≪阿部一郎君≫
本日は、花巻北高菅野校長先生をはじめ奨学生の 3 名の
皆さん、忙しい所花巻 RC 例会に出席頂きありがとうご
ざいます。K さんはコロナで入学式は無いと思われます
が、大学生活を楽しんで下さい。T 君は 3 年生となり、
来年度受験に向けて頑張って下さい。F さんは高校生活
を有意義に過ごして下さい。3 名の今後の活躍を期待し
ています。
≪橋川秀治君≫
菅野校長先生、2 年間大変お世話になりました。これか
らの人生でもご活躍を願っております。K さん、私の老
後が快適になるような家を建てて下さい。期待していま
す。T さん、工学部卒の人材を求めています。地元企業
もご一考下さい。F さん、ミラノへの留学はいかがでし
ょうか？青少年交換留学生もいいですよ。皆様の益々の
ご健勝とご活躍を祈っています。
≪伊藤隆規君≫
本日は、会議のため欠席をさせていただきます。また、
今月末を持ちまして、花巻商工会議所を退任いたします
ので、残念でありますが、花巻ロータリークラブを退会
させていただきます。8 年半にわたり、大変お世話にな
りました。とても、楽しくお付き合いをいただきました
ことに、感謝を申し上げます。花巻ロータリークラブの
ご発展をお祈り致しております。有難うございました。
≪三田望君≫
K さん、卒業そして進学おめでとうございます。花巻北
高の 3 年間の学びを活かして頑張って下さい！T さん、
F さん 1 年間ご苦労様。しっかり学業にクラブに励んで
下さい。
≪藤田勝敏君≫
新型コロナウイルスで、4 月の海外出張、7 月のオリン
ピック観戦が中止となり今年の楽しみがなくなってし
まいました。これで、ゴルフまで自粛ムードになれば仕
事に邁進するのみです。
≪佐々木史昭君≫
花巻北高のロータリー奨学生の皆さま、本日は例会への
御参加ありがとうございました。これからの御活躍をご
期待申し上げます。昨日は無事ジョシー・ベーコンさん
が帰国の途につき、今頃ミネアポリス～ウィチタの乗り
換え機の中かと思います。藤舘英梨奈さんは本日午後 4
時成田着の予定で、やはり機上の人となっています。皆
さまにはサポート、ありがとうございました。
≪佐藤良介君≫
K さん卒業おめでとうございます。ハンドボール部部長
として文武両道を実践し、実りの多い高校生活だったと
思います。健康に留意し、目標に向かって力強く歩んで
下さい。T 君、F さんも文武両道を実践し、有意義な高
校生活を送ってください。菅野慎一校長先生には 2 年間
暖かいご指導を頂きまして、誠にありがとうございまし
た。今後ともよろしくご指導の程お願い申し上げます。
≪高橋豊君≫
コロナ対策の説明会の為、途中退席します。岩手県信用
保証協会、日本政策金融公庫、岩手労働局の皆様より支
援施策の説明をして頂きます。

ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。

メーキャップ

2019-20クラブ会報委員会

3/21(土)ジョシー・ベーコンさん送別会

委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏

佐々木史昭君・三田望君
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