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ブレティン

第 29５９回例会 No1 2015 年７月 7 日

◆例会プログラム
開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
慶祝
クラブ協議会
会長・幹事・大委員長抱負発表
ガバナー補佐公式訪問
8 幹事報告
9. 出席報告
10. ニコニコボックス
11. 閉会点鐘

たが、笹木会場監督のアドリブと笑顔に救われまし
た。
■ゲスト紹介 佐々木エレクト

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

☆二戸市『南部美人』において日本酒造りのインタ
ーンシップをされているホットスプリングス市出身の
ベン・ベルさん。日本語も上達されましたが、公私
ともにお付き合いのある佐々木エレクトの通訳もさ
すがでした。
■会長の時間
会長伊藤 誠一郎君

◆幹事報告
・７月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝124 円
国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局
・第 13 回日韓親善会議開催のご案内
・国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所開設
のご案内
・2015-16 年度地区資金（前期）送金のお願い
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所
・『ロータリーの友』電子版のご案内
（一社）ﾛｰﾀﾘｰの友事務所
・盛岡いのちの電話 第 104 号
社会福祉法人 盛岡いのちの電話

◆第 2958 最終例会の概要

■ロータリーソング

みなさまこんばんは。今日で会長職も終了です。
一年間とても充実し人生としてとても勉強になりま
した。今年度は 60 周年記念式典があり、この歴史
ある花巻ロータリークラブの会長として、まだ 40 代
前半である私が大過なくできるかどうかとても不安
でありましたが、会員の皆様のご協力の下無事に
勤め上げる事が出来、とても安心していると共に、
会員の皆様には深く感謝しております。
花巻ロータリークラブとしての 1 年間では、何をお
いても 60 周年記念事業が最大の行事となりました。
私はこの事業を成功させるために、会長就任時に
「今までの 60 年これからの 60 年」というテーマを掲
げ上田実行委員長と連携し進めてまいりました。理
事の皆様を中心に実行委員会を立ち上げ幾度と

いきなりの CD トラブル！無伴奏での斉唱となりまし

なく打合せをし、記念事業すべてが大成功であっ

たと思います。その成功も上田実行委員長、実行
委員会、花巻ロータリークラブ会員、菊の会の皆様
すべての協力があっての事であり、花巻ロータリー
クラブの素晴らしさを改めて実感させられると共に

◆2520 地区ガバナー補佐
ご就任ごあいさつ
◆60 周年記念事業報告

これからの人生において大きなプラスになると思っ
ております。
また、花巻ロータリークラブとしての親睦活動、外
部との交流活動についても 60 周年記念事業に関
連性を持ちながら、つつがなく終えることができま
した。これも花巻ロータリークラブ会員の皆様、菊
の会の皆様にご協力いただき、感謝の言葉しかあ
りません。本当に充実した一年でし た。今後は
佐々木史昭会長がこれからの 60 年の最初の年と
して、ロータリークラブを近代化していく事になって
いくと思います。私も微力ながらお手伝いさせて頂
きたいと思います。
一年間ありがとうございました。
■新旧会長 バッジ交換

上田 穣 ガバナー補佐

◆出席報告
33 人中 19 人の出席
出席率
前回修正

80.0 ％
80.0 ％

◆メーキャップ
6/23（火）新旧合同理事会/ 佐々木史昭君、
立花徳久君、佐藤良介君、上田穣君、谷村繁君、
三田望君、澤田常夫君、戸来昭浩君、
滝田吉郎君、浅沼幸二君、笹木賢治君

◆ニコニコボックス
■新旧幹事 バッジ交換

伊藤誠一郎君
1 年間ご協力ありがとうございます。感謝の言
葉しかありません。
立花

徳久君

1 年間ありがとうございます。皆様の御協力に
感謝いたします。
佐々木史昭君
伊藤誠一郎会長、立花幹事、1 年間大変お世
◆新旧会長・幹事あいさつ

話になりました。60 周年記念行事の大成功だ
けで十分歴史に名を残したと思います。来年
も『毎回』忘れずに参加していただきますよう、
よろしくお願い致します。
吉田

和洋君

おつかれさまでした。佐々木会長、澤田幹事、
一年間よろしくお願いします。次第に足音がヒ
タヒタと迫ってきました。

上田

穣君

します。もう大ベテラン会長の雰囲気です

60 周年に、伊藤誠一郎会長にめぐりあい、吉

浅沼

幸二君

田君という副実行委員長と共に企画を練り、皆

一年間ご苦労様でした「会長！！」。 周年行

さんの協力のもとに素晴らしい式典・講演会・

事も成功し立派な会でしたね！！ これからの

祝賀会を開催することができました。菊の会の

1 年の航海の無事をお祈りいたします。「新し

皆様の華やかさもあり、思い出に残る素晴らし

い会長！！」

い 1 年になったことに感謝します。
三田

望君

伊藤会長、立花幹事、そして上田実行委員長、
一年間ごくろう様でした。新入会員も交えて

澤田

佐々木新会長の大いなる船出を祝して。

この 1 年、職業奉仕へのご協力ありがとうござ

谷村

いました。次年度は幹事をやらせていただきま

繁君

常夫君

伊藤丸の帰港おめでとうございます。佐々木

す。一層のご協力よろしくお願いします。

丸の出航おめでとうございます。めでたし、め

伊藤

でたし。遅くなりましたが、上田ガバナー補佐

伊藤会長はじめ役員の皆様、大変ありがとうご

のご活躍をお祈り致します。

ざいました。思い出となる 60 周年も大成功で

稲田

終了でき、皆様に感謝です。

典之君

隆規君

伊藤会長、一年間ご苦労様でした。とてもやさ

鹿討

康弘君

しい会長さんでした。次期、佐々木会長、期待

優しかった伊藤会長、意外だった立花幹事、

しています。頑張ってください！

本当にお疲れ様でした。個人的には 60 周年、
クリスマス会、観桜会では全く役立たずで申し
訳ありませんでした。次年度は人使いの荒い
佐々木会長のもとでクラブ会報と広報を頑張り
ます。

笹木

賢治君

阿部

一朗君

伊藤誠一郎会長、1 年間ごくろう様でした。直

伊藤会長、一年間ご苦労様でした。人を食っ

前会長は、100％出席となります。わかってま

たような会長の時間、充分に楽しめました。立

すよネ！！次年度も楽しいロータリーにしまし

花幹事も思ったより素晴らしい活躍をされたと

ょう。

感じております。本当に御苦労様でした。

瀧田

吉郎君

鳥畑

昭裕君

伊藤会長・立花幹事、一年間ご苦労様でし

伊藤会長、1 年間大変おつかれ様でした。出

た。

席率が悪い出席委員で大変申し訳ございませ

佐藤健一郎君

んでした。

伊藤丸、大変御苦労様。佐々木丸、沈没せず

橋川 秀治君

悠々と航海へ出航して下さい。

B 賞ありがとうございました。翌年度もみなさん

堀合

と楽しく元気にやっていければ幸いです。

康亮君

佐々木史昭会長、一年間よろしくお願いいた

■スナップ写真

■『菊の会』新旧会長の
引き継ぎのあいさつです。

■華やかな『菊の会』の皆様です。
佐々木会長お疲れ様でした！
吉田次期会長、
よろしくお願いいたします！
◆次回のプログラム
クラブ協議会（事業報告、決算、事業計画、予算）
◆クラブ会報委員：鹿討康弘/多田浩二
佐藤誠吾/鳥畑昭裕/小山田泰彦/飯塚正晴
◆事務局 〒025-0075
花巻市花城町 10-27
花巻商工会議所内 花巻ロータリークラブ
TEL /FAX : 0198-41-1133
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL ：http://www.hanamaki-rc.com 記事担当/鹿討

