
 

■第 3295 回例会 10 月 18 日 会長の時間  

皆様、こんにちは。今週の木曜日（10/20）、31 回目の 

ぬくまる食堂フードパントリーを予定しておりますが、今まで陣頭 

指揮して下さった鹿討さんが所用のため欠席となり、鹿討さん 

不在での初めての開催となります。少々、不安ではありますが、 

皆様のご協力のもと乗り切りたいと思います。また、10 月中旬 

から来年の 1 月まではＲＣ関連のイベントが目白通しです。10/23 ポリオ根絶チャリ

ティー行事、11/4～11/6 地区大会、11/11 市内 3RC ゴルフコンペ、12/20 クリス

マスパーティー、1/31 市内 3RC 合同新年会(当クラブが幹事)の準備等が控えてお

ります。これからの理事会での協議となりますが、クリスマスパーティーと市内 3RC 合同

新年会は開催する方向で準備を進めたいと考えております。親睦委員会、幹事を中

心に対応をお願い致します。 

今日は会長の時間の後、稲田さんに米山関連の講和をお願いしておりますので宜

しくお願い致します。米山関連では 9/25 江陽グランドホテル(仙台)で開催された米

山研修会に、私が出席してまいりました。研修会は寄付のお願いに関する内容が中

心で 2520 地区の 2021-22 年度寄付額が地区別実績で下から 2 番目ということ

で、何とか下位から脱出したいとのことです。私も 11 月中に寄付を行いたいと考えてお

りますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。いつも、お願いばかりで申し訳あり

ません。 

先週、話題となったのが 10/11 からスタートした「全国旅行割」です。私も 10/13

同制度を利用してゴルフ仲間とラウンドのあとＨ温泉さんに宿泊してきました。Ｈ温泉

さんのお話ではスタート時に割当の予算は消化済だったようです。しかし、当日は同制

度の問い合わせで電話がパンク状態となり、旅行サイトからの予約(岩手県は 10/13

開始)をお願いする説明と対応に終始したとのことです。しかし、旅行サイトからの予約

も岩手県は当日午前中で終了となり、結果的には期待倒れのキャンペーンになったよ

うな気がします。松野官房長官からは予算の追加を検討していくとの表明がありました

が、温泉関係者からはコロナで困っている事業者は観光業以外にも多岐にわたり、観

光業への手厚い補助、助成に対し各方面から不満の声が出てくるのではないかと心

配しておりました。ちなみに、いわて花巻空港の国際便復活はまだまだ先のようです。

仙台空港と台湾の定期便は 10/30 から復活予定ですが、予定どおり復活されると 2

年 7 カ月ぶりとなります。しかし、スタッフが不足しているようで、予定どおりの復活を願っ

ております。 

最近では一部の見識者から、日本は助成金と円安で自壊するのではないかとの意

見も出でおります。改めまして自社の助成金利用状況を調べてみますと、IT 補助金や

新型コロナ感染特別融資の利子補給等、それなりの補助金を受けておりました。 
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10月 25日 第 3296回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.ゲストスピーチ 

㈱桜 代表取締役 

復元納棺師おもかげ納棺師 

笹原 瑠似子 様 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 
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月間テーマ：経済と地域社会の発展月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

・11 月 4 日地区大会記念ゴルフ大会の組み合わせ表 

〔ガバナー事務所〕 

■出席報告 

32 人中 14 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 51.8% 前回修正 66.6% 

■メーキャップ 

特になし 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★10/18 のメニュー★★ 

エビチリ 

牛肉の細切り炒め 

カニ玉 

マンゴープリン 

■今後の予定 

11/1(火)慶祝者スピーチ 

11/8(火)ロータリー財団セミナー  

講師 伊藤智仁パストガバナー(花巻南 RC)  

担当 ロータリー財団委員長 佐藤良助君 

11/15(火)会員卓話又はゲストスピーチ 

11/22(火)会員卓話又はゲストスピーチ 

11/29(火)会員卓話又はゲストスピーチ 

■その他 

11/4(金) 地区大会記念ゴルフ大会(ﾒｲﾌﾟﾙｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ) 

11/5(土) 地区大会役員懇談会(盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ) 

11/6(日) 地区大会本会議/懇親会(盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ) 

11/11(金) 市内 3RC 懇親ゴルフコンペ(盛岡南ゴルフ倶楽部) 

11/15(火) 第 2 回フードドライブ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

花巻ロータリークラブ 
<<事務局>> 

花巻市花城町 10-27 
花巻商工会議所 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■第 3295 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】本日は、米山関連のスピーチ、稲田さんありがとうご

ざいました。感謝致します。また、本日の日経新聞(34 面)にロータリ

ーの広告が掲載されていました。ご覧になって下さい。 

【高橋豊君】遅くなりましたが、三田望さん、佐藤良介さん、市勢功

労者表彰決定誠におめでとうございます。益々のご活躍をお祈り申し

上げます。所要の為、早退させて頂きます。 

【佐藤良介君】このたび令和 4 年度花巻市市勢功労者表彰を受

賞することになりました。これも偏に長年にわたる皆様のご支援ご指

導の賜と心から感謝申し上げます。11 月 3 日花巻温泉で表彰式

が執り行われます。三田望さんとご一緒に出席して参ります。これを

励みに、これからも精進して参りますのでよろしくお願い致します。 

【佐々木史昭君】今週末(10/23)の日曜日、2520 地区の青少

年交換プログラム選考試験が仙台市の常盤木学園で行なわれま

す。日本語と英語の面接と英語筆記含めた総合評価で、短期は

15 人から 6 人を、長期は 4 人から 2 人を選考します。応募書類を

拝見すると、かなりの激戦が予想されています。選考会議の行方に

緊張しています。 

【藤原喜子君】ここ 2~3 ヶ月ブレッティン用の写真撮影に気を取ら

れ、まともにニコニコボックスできていなかったので、本日まとめてボックス

します。まとめてと言っても皆さんに比べたら少額です      毎週、会員

皆さんの卓話やゲストスピーチから色々刺激や学びを受けています。

ラインに流して下さる情報や有難いお言葉からも、皆さんが RC のみ

ならず、社会全体にいい影響を与えるお立場で活躍されているのを

拝見しながら私がこの場にいて良いのか皆さんに追いていかれない様

必死について参ります       

                                               

■会員卓話 米山奨学金について 稲田典之 要旨 

皆さんもうお分かりかと思いますが、米山記念奨学会というのは一言で言えば日本に在留している外国人留学生に対し 

て日本全国のロータリーへの寄付金を財源として奨学金を支給して、支援する国内最大の民間の奨学団体でございま 

す。その支給対象というのは日本の大学・大学院で学ぶ外国人留学生です。日本のロータリアンとの交流によって、将 

来日本と世界とを結ぶ架け橋となる人材を育てているわけでございます。そして具体的には、奨学生一人一人に地域の 

ロータリークラブから世話クラブが選ばれ、さらにその会員の中からカウンセラーがついて奨学生との交流を深め、彼らの日本

での生活が心豊かになるように、配慮しているということです。 

 これまで花巻ロータリークラブでは 3 名の奨学生をお世話してきました。前に私もお話ししました、アワドラ・バイマさん。よく中国ばっかり多いって言

うんですけれども、実際は東トルキスタンです。ウイグル、東トルキスタン、どうしても中国って一括りにしてしまうんですけれども、そういう意味でウイグ

ル出身の方で、この時のカウンセラーは、滝田吉郎さんです。それからキム・ソンヨプくん、こちらの時は三田さんがカウンセラーとしてご活躍頂きまし

た。それから、コウ・シヘイ【黄思萍】 さん、台湾からの留学生には、阿部一郎君がカウンセラーとして活躍されました。ということで、そのうちカウンセ

ラー経験者の方のお話も聞いたりして、自分がカウンセラーになった時はどう気をつければいいかなっていうお話しをしていただきたいなと思っていると

ころです。これまでの奨学生は、世界 129 の国と地域に及んでいるということで、さっきも申し上げました通り中国人の奨学生が多いのは、現在日

本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の 46.6%が中国人であるということが影響しているということでざいます。国籍バランスに配慮している

んですけれども、一国に偏らないようにと言うことで、先程も申し上げました通り、中国一括りにしても地域が多様になるように配慮してるようでござ

います。 

 それから米山学友というのをよく耳にすると思いますけども、元米山記念奨学生ということで、いわば同窓生のような OB・OG の会ということでござ

います。そして、その学友は母国に戻って発展に尽くす人あるいは母国と日本の架け橋として活躍する人、それから世界平和と国際理解のために

貢献する人など、様々な活動をしているということでございます。奨学期間終了後もしっかりと、地区と連携しながらロータリアンと学友が継続して

交流を深め活動しているということでございます。そういう意味でも、せっかく花巻にも花巻ロータリークラブ奨学金制度があるので、奨学生たちの今

現在とかですね、米山学友とまではいかなくても、社会に出ても繋がりが持てるようなそういうシステムも本当は必要じゃないかなという気がしており

ます。今後の課題かなと思っております。米山学友でロータリアンになった人は 272 人、ガバナーになった人 3 人、それから日本のロータリー 

クラブ所属学友が 129 人いるそうでございます。 

                                                         そして、寄付には「普通寄付金」と「特別寄付金」という 2 種類があり

まして、その普通寄付金っていうのは当クラブからは半期 1000 円、前

期後期併せて 2000 円となっております。特別寄付金は、任意の寄付

金で、個人寄付・法人寄付・倶楽部寄付がありまして、累計額に応じた

表彰制度がある、ということでございます。私もこのあいだ寄付しましたけど

も、最終的に累計になりますから、いくらでもいいんですよね。最初から

10 万ボンっていうことを考えなくても結構です。累計 10 万ということで第

1 回の米山功労者となって、後は 10 万毎に表彰が続くわけでございま

す。100 万円で第 10 回米山功労者メジャードナーということになりま

す。それからもうご承知の通り寄付金の税制優遇が受けられますので、

是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

  

 

 

                           

 

少し後ろめたい気もしますが、頂いた助成金を有効活用し事業を継続しながら社会貢献することが果たすべき義務と認識しております。少

し、堅苦しい話となりました。 

最後に来週(10/25)は夜例会となります。三田さんのご尽力により、ゲストスピーチとして笹原瑠似子さんにお越し頂きます。多くの皆様のご

参加を期待しております。また、11/6地区大会参加者の皆様へ、マイクロバス御利用のご案内を送付しますので事務局へご回答願います。以

上をもちまして、会長の時間を終わります。 

  

 


