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◆幹事報告
2016 年 1 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝120 円
国際ロータリー日本事務局
後期Ｒ・Ｉ人頭分担金請求書の件
国際ロータリー日本事務局経理室

◆第 2980（1２/22）例会の概要

新年の恒例 コーラで乾杯!
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■会長の時間

盛りだくさんの企画
で、怒涛の半年で
した。後半も国際ロ
ータリーソウル世
界大会始め、多く
の活動が目白押し
です 。力 を合 わ せ
て頑張りましょう！

佐々木

史昭

君

「上半期を振り返って」

みなさん、改めまして明けましておめでとうござ
います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
私の会長任期も半年が経過しましたが、みなさま
のおかげで大変楽しく、有意義な活動を続けさせ
て頂いておりますことに、心より感謝を申し上げま
す。特に１２月２２日のクリスマス夜例会においては、

昨年ロータリー活動において大変お世話になった
みなさまをゲストに迎え、生バンドによるクリスマス・
ジャズ・ミュージックを聴きながらロータリー・ファミリ
ー・クリスマス・パーティを大変賑やかに開催する
事が出来、ご尽力頂いた親睦委員長、クラブ奉仕
委員会、みなさまに心から御礼を申し上げます。
上半期を振り返ってみますと、スローガン「目に
見える地域貢献をしよう！」に基づき、①職業奉仕
でベン・ベル君、②国際奉仕で石崎青空さん、③
青少年奉仕で花巻北高の国際交流活動、に目に
見える支援をさせて頂き、それぞれ意図する方向
にしっかり活動を継続して頂いていることは大変う
れしい事だと感じます。社会奉仕についても、るん
びにい美術館を見学し三井理事長からご講演を頂
き今後の協働可能性を見いだすことができましたし、
ベンと南部美人さんを通じて二戸ロータリークラブ
との交流が深まりました。クラブ奉仕についても花
巻ＲＣのＨＰが立派に立ち上がり、毎回の例会も多
くのゲストスピーチや会員卓話を頂戴し、楽しく有
意義に活動出来ていると感じます。
これからの半年についても、３月に第３１回ロー
タリーカップ小学生バレーボール大会に積極的に
関って盛り上げて参りたいと思いますし、４月には
お花見例会を実際の花見の形で開催し、５月末の
ＲＩソウル大会には８名という大人数で参加させて
頂く予定にしています。６月７日の３０００回記念例
会は、菊の会さんの４０周年記念行事と合同開催と
し、合同実行委員会を立ち上げ賑やかにお祝いし
たいものと考えます。友好クラブである平塚ＲＣさん
とも連絡を取り、例年花巻にお越し頂いているタイ
ミングを３０００回例会に合わせて頂けるようお願い
しご快諾頂きましたし、平塚ＲＣさんが年に数回開
催されている懇親ゴルフ大会に花巻から多くの人
数で参加させて頂くことを申し入れたところ大歓迎
頂き、３～５月春の平塚で合同ゴルフ！という方向
が濃厚であります。大変楽しみです。残り半年、最
後の最後まで、楽しく進めて参りたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて本日のプログラムは、１月度の慶祝、そして
半年を振り返っての各委員会事業報告です。どう
ぞ宜しくお願い致します。

◆本日のプログラム

◆クラブ協議会

前期事業報告

（1）1 月度 慶祝
（2）クラブ協議会 前期事業報告
（クラブ、職業、社会、国際、青少年奉仕
各委員会）

（クラブ、職業、社会、国際、青少年奉
仕各委員会）

◇クラブ奉仕大委員長
立花徳久君

Ro
会員誕生祝：佐藤良介君

◇親睦委員長
阿部一郎君

二戸移動例会、X’
mas 家族会を盛大に
開催できました。しか
し例会の出席率が課
題です。新入会員の
飯塚君、橋川君が積
極的に関わってくれて
い るの で改 善 にむけ
て一緒に考えていき
ます。

下期も皆さんのご支
援を頂戴しながら目
標であります年間
90 万円を何とか達
成したいと思ってお
ります。
よろ しくお願 い致 し
ます。

在籍表彰：滝田吉郎君（14 年）

◆慶祝者スピーチ
◇ニコニコ BOX 委員長
伊藤隆規君

昭和 26 年花巻市のパチンコ店や映画館の立ち並
ぶ歓楽街で生まれ、今は無い料亭「まんぷく」さんの
宴会前の太鼓の音を聞きながら育ちました。日曜日
は映画館のモーニングショーでチャンバラ映画を毎
週のように観たことを憶えています。
大正 10 年 1 月 18 日に創立した会社は 95 周年と
なります。大正、昭和、平成と花巻の方々にお世話
になっております。一昨年火災があり昨年、本店を
高木に移転しました。今後とも企業活動を通して地
域に貢献していきたいと思います。
また本年は宮澤賢治生誕 120 周年記念事業、希
望郷岩手国体が開催されます。花巻でハンドボール
の会場となっております。よろしくお願い致します。

上半期は新たな試
みをして頂き勉強に
なりました。下半期
もニコニコ BOX のご
協力、皆さんお願い
します。

◇プログラム/
◇会場監督委員長
滝田吉郎君

◇広報/
◇クラブ会報委員長
鹿討康弘君

プログラムにつきまして
は皆さんのご協力で予
定 通 りに進 んでお りま
す。下期には 3000 回
例会 がありますので、
たくさんの方に出席して
頂きたいと思います。
例会の出席率が上が
るように、最近出席が
少ない T 君、S 君に声
掛 けをしたいと思いま
す。
会長勅命の下、ホー
ムページを立上げ、
会報のアップやメンバ
ー サ イ ト での 例 会案
内等の情報を発信し
ております。会報取
材の為、例会終了後
に出張するようになり
ました。お気づきでは
ないと思いますがここ
まで皆勤です。

◇雑誌/
◇ロータリー財団
浅沼幸二君

◇友好クラブ委員長
稲田典之君

◇会員増強委員長
吉田和洋君

◇ロータリー情報委員長
伊藤誠一郎君

◇職業奉仕大委員長
谷村繁君

１ １月 に ロータ リ財 団地
区担当の梶浦委員にロ
ータリー補助金について
ご講演頂きました。 グロ
ーバルで使えるものと地
域で使えるものがありま
すが、もっと活用していき
たいと思います。雑誌委
員会としては、本日配布
の「ロータリーの友１月
号」に南部美人さんの記
事が詳しく載っていま
す。

上半期は活動はありま
せんでしたが、これから
が本番です。会長から
のお話にありましたよう
に 3000 回記念例会に
合わせた平塚 RC さん
の来訪や懇親ゴルフ大
会にも参加したいと思
っています。
お 陰 様 で昨 年 ２名 の
新入会員の方をお迎
えすることが出来まし
た。先月の X’mas 会
にも参加頂き楽しんで
頂きました。引き続き
会員増強に努めてい
きます。
まだ活動は しておりま
せんが、4 月に委員会
を開催したいと思って
おります。私が会長時
に入会して頂いた会員
の出席率改善に努め、
新 入 会 員 が参 加 しや
すい土壌づくりを考え
たいと思います。
9/8 に支援しているベ
ン・ベル君を夜例会に
お招きし、10/20 には
移動例会で修行先の
二戸の醸造元・南部
美人さんを見学しまし
た。男性陣 22 名、酒
豪の女性陣 5 名の参
加を頂きました。滞在
3 年目に入るベル君の
支援の継続をお願い
致します。

◇職業奉仕委員長
佐藤健一郎君

◇国際奉仕大委員長
三田望君

◇青少年奉仕大委員長
佐藤良介君

◆出席報告

ベ ル君 の支 援 で二 戸
訪問の段取りをさせて
頂きました。訪れる機
会の少ない二戸ですの
で、酒蔵以外にも何か
ポイントをつけたいと俄
勉強、九戸政実公・九
戸城跡の見学を
盛り込みました。
花巻 RC 支援でホットス
プリングス市 ASMSA 高
校へ日本語教師・石崎
青空さんを派遣、ビレッ
ジ RC との橋渡しを期待
して親善大使としても委
嘱状、少額ですが活動
資金をお渡ししました。
*以下省略

教育のグローバル化を教
育方針に掲げている花巻
北高の支援としてホットス
プリングス市 ASMSA 高校
との交換交流として花巻
国際交流協会・同窓会と
協力し英語教師２名を派
遣しました。また花巻北高
1～3 年各 1 名に奨学金
を差し上げています。
*以下省略

３３人中 16 人の出席
出席率
59.3％
前回修正 63.0％
メーキャップ ： 1/4（月）花巻南ＲＣ新年交賀会
浅沼幸二君

◆ニコニコボックス
佐々木 史昭 君
昨日は「成人の日」で、土曜日は花巻市主催の成
人式に参加して参りました。当社でも 2 名の社員の
成人を社内でお祝い致しました。若者が夢をもって
住みたいと思える街にしていけるよう、ロータリークラ
ブとしても活動して参りたいと思います。
立花 徳久 君
Web 非公開

上田 穣 君
新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い致

します。先週の土曜日に夏油高原スキー場に行っ
てきました。さすがに夏油には雪が沢山あり、スキー
には文句なしでした。残念なのは鉛温泉スキー場で
す。何とか、一日も早く雪が積もって欲しいもので
す。

◆第 2981 回例会のメニュー

三田 望 君
明けましておめでとうございます。
慌ただしく過ぎた、花巻 R・C の前半戦でした。
大変楽しい企画が一杯で、久々に R・C をやったなと
いう感想です。後半戦もまだまだ気が抜けません。
世界大会も楽しみにしています。
谷村繁君ご夫妻
Web 非公開
稲田 典之 君
明けましておめでとうございます。皇紀 2676 年の輝
かしい念頭に当たり、皆様のご多幸とご健勝を心か
らお祈り致します。
伊藤 誠一郎 君
あけましておめでとうございます。先週、娘が無事に
受験に合格いたしました。約束していた iPhone を買
ったら高くてびっくりしました。
佐藤 良介 君
明けましておめでとうございます。誕生祝、ありがとう
ございました。1 月 28 日で満 65 歳になります。
早いもので高齢者の仲間入りとなります。また会社
もお陰様で 1 月 18 日の創立記念日で創立 95 周
年を迎えます。これからも健康に気をつけて、一年
一年大切に歩んで参りたいと思います。
今年もよろしくお願い致します。
滝田 吉郎 君
あけましておめでとうございます。
年バッヂ ありがとうございます。
戸来 昭浩 君
誕生祝い、ありがとうございます。残念ながら本日の
例会には参加できませんが、これからも宜しくお願い
します。地方創生の一つとして、花巻市と当金庫が
包括連携協定を締結しておりますので、これからも
お役に立てるようにガンバッテいきたいと思います。
伊藤 隆規 君
会議のため、早退させて頂きます。

赤魚のみぞれ煮

◆次回のプログラム
１月２６日（火） 休 会（２７日、合同新年会の為）
１月２７日（水） 花巻３ＲＣ＆菊の会合同新年会
（花巻北ＲＣ担当）１８時よりホテル紅葉館

◆今後のプログラム案内
２月 ２日（火）
慶祝該当者スピーチ ／担当 幹事澤田常夫君
・会員誕生祝：橋川秀治君、多田浩二君、
飯塚正晴君
・夫人誕生祝：橋川史子さん、澤田香子さん、
・結婚記念 ：多田浩二君・理絵さん
・在籍表彰 ：上田穣君（２０年）、
鳥畑昭裕君（３年）、橋川秀治君（１年）
２月 ９日（火）
□ＲＩ創立記念日に因んで
／担当 直前会長伊藤誠一郎君
２月１６日（火）
□菊の会合同夜例会「岩手国体における
花巻市の対応」／担当 国際奉仕大委員会
２月２３日（火）
□ガバナー補佐スピーチ
「第２分区上半期を振り返って」／上田穣君
３月 １日（火）
□ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度各委員会選出」／
担当 会長エレクト吉田和洋君
□慶祝該当者スピーチ ／担当 幹事澤田常夫君
・会員誕生祝：高橋豊君、阿部一郎君、澤田常夫
君、下坂和臣君、高橋典克君、小原紀彰君、
伊藤隆規君、鹿討康弘君
・夫人誕生祝：佐々木啓子さん、浅沼葉子さん、
下坂琴音さん、小山田智美さん
・結婚記念 ：鹿討康弘君・つぐみさん、
戸来昭浩君・修子さん、
笹木賢治君・修子さん、伊藤隆規君・和子さん、
下坂和臣君・琴音さん
・在籍表彰 ：なし

◆クラブ会報委員：鹿討康弘/多田浩二/佐藤誠吾/鳥畑昭裕/橋川秀治/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.jpURL
http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/鹿討

