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目に見える地域貢献をしよう！

ブレティン
第 2984 回例会 No.26 ・2016 年 2 月 2 日

◆例会プログラム
1. 開会点鐘
2. 国歌斉唱
3. ロータリーソング斉唱
4. 四つのテスト
5. 会長の時間
6. 慶祝該当者スピーチ
7. 幹事および委員会報告
8. 出席報告
9. ニコニコボックス
10. 閉会点鐘

◆幹事報告
◆2016 年 2 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
◆特別寄付金明細書郵送廃止のお知らせ
（公財）ロータリー米山記念奨学会
◆2016-17 年度例会場掲示幕頒布のお知らせ
㈱オクトン
◆暴力団追放広報紙「暴追いわてｖｏｌ.69」の送付
について
花巻市防犯協会
会長 上田東一
◆2014-15 年度「年次報告書」発送について
国際ロータリー第 2520 地区
2014-15 年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰ山口淑子
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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）

◆第 2983（1/27）合同例会の概要
◆合同例会

１８：００～１８：３０
司会進行：花巻北 RC 副会場監督 菅原利直君
1． 開会点鐘：花巻北 RC 会長 河辺幹男君
2． 国家斉唱：君が代
3. ロータリーソング斉唱：
ソングリーダー/花巻北 RC 谷地玄光君
「我らの生業」「四つのテスト」

4．ビジター紹介：
・国際ロータリー第 2520 地区第 2 分区
ガバナー補佐 上田穣君
・米山奨学生
温都娜さん
5． 会長挨拶：花巻北 RC 会長 河辺幹男君
6． 出席報告：各クラブ出席委員長
・花巻 RC
佐藤誠吾君
・花巻南 RC（副幹事）高橋光彦君
・花巻北 RC
小瀬川勝博君
7．幹事報告：花巻北 RC 幹事 岩井昌弘君
8. ビジターの時間：
・国際ロータリー第 2520 地区第 2 分区
ガバナー補佐 上田穣君
・米山奨学生
温都娜さん
※奨学金授与
9．閉会点鐘：花巻北 RC 会長 河辺幹男君
※記念撮影

◆合同新年会

１８：４５～２０：１５

司会進行：花巻北 RC 斉藤政敏君
1. 開会の言葉：
花巻北会長エレクト 佐藤克也君
2. 会長挨拶：花巻北 RC 会長 河辺幹男君
3. 来賓挨拶
・国際ロータリー第 2520 地区第 2 分区
ガバナー補佐 上田穣君
4.乾杯 花巻南 RC 会長 及川洋吉君
5.歓談 ※羽山神楽舞い初め・新入会員紹介
6.ロータリーソング：「手に手つないで」
ソングリーダー/花巻北 RC 谷地玄光君
7.中締め：花巻 RC 会長
佐々木史昭君
8.閉会の言葉
********************************
花巻北 RC 会長 河辺幹男君
●会長挨拶

皆さんの協力
のおかげで、今
の とこ ろ 、大 き
なヘマもなく務
めております。
残り５か月一生
懸命やっていき
ます。
今年に入り株価は大きく値を下げ、去年に引き続き、
世界各地でテロが発生し世界情勢は不安定を極め
ております。今後の世界経済状況は流動的でありま
すが自分の信念と多少の遊びを持ち、世の中や景気
のせいにせずに、良かったら自分が良い、悪かった
ら自分が悪いと思い、しっかりやっていきます。

●出席報告
３３人中
１８人の出席
出席率 64.2％
（前回修正 75.3％
メイクアップなし）

花巻 RC 出席委員長

佐藤誠吾君
出席率 100％と
報告致します

花巻南 RC 副幹事

●ビジターの時間
●国際ロータリー第 2520 地区第 2 分区
ガバナー補佐 上田穣君
私の仕事はガ
バナーの補佐
ですが、名刺の
裏のアシスタン
ト・ガバナーと
いう響きが気に
入っています。
ガバナーの公式訪問前のクラブ協議会を合わせる
と、第 2 分区担当 7 クラブ 14 回の例会を訪問させて
頂きました。各クラブそれぞれ個性のある例会で勉
強になっております。今後の予定としましては、2 月
28 日に水沢で開催されます IM のゲストは水沢市出
身の共同通信社副センター長の及川仁（ひとし）氏。
戦場ジャーナリストとして活躍、アフガン空爆などの
報道でボーン・上田記念国際記者賞受賞。
3 月 25～27 日の地区大会。27 日の特別公開講演は
講師に清宮克幸氏（ラグビー・ヤマハ発動機監督）を
招き開催されます。ヤマハ発動機と言えば五郎丸、
最近では甲子園を湧かせた早稲田実業の清宮選手
で有名です。ぜひ多くの皆さんにご参加を頂きたくよ
ろしくお願い致します。

●米山奨学生

温都娜さん
日本に来て今
年で 6 年目にな
り ま した 。夢 だ
った着物を着る
ことができまし
た。嬉しいんで
すが、すごく苦
しいです。

高橋光彦君
本日は地元開催と
いう事で、当然
100％の出席率で
ございます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
花巻北 RC 出席委員長 小瀬川勝博君

●幹事報告

「インターシティ・ミ
ーティングのご案
内」2 月 28 日（日）
13：00～水沢ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾎﾃﾙ:

◆合同新年会
●開会の言葉

国際 RC 第 2520 地
区第 2 分区ガバナ
ー補佐/菊地 昭
IM 実行委員長/
安藤早苗

花巻北 RC 幹事 岩井昌弘君

花巻北 RC 会長エレクト 佐藤克也君

◆花巻ＲＣ

●新入会員紹介

◆花巻南ＲＣ

羽山神楽舞い初め

◆花巻北ＲＣ

高龍工務店、高橋
社長の息子さん

嬉しそうに息子に 厄払
いしてもらう高橋社長！

●乾杯/歓談
花巻南ＲＣ会長
及川洋吉君
による乾杯！！

◆ニコニコボックス
上田 穣 君
アシスタントガバナーとして半年以上経ちました。皆様
のおかげで、ここまでは無事に努めることができました。
感謝いたします。残りの期間もこれまで同様、頑張って
いこうと思っていますので、よろしくお願い致します。

佐々木 史昭 君
3ＲＣ合同新年会、花巻北ＲＣさんにお世話になり大変
楽しく過ごさせて頂きました。今年の花巻ＲＣの担当は
3/27（日）の地区大会への 3ＲＣ合同バス運行のお世話
です。皆さんに楽しんで頂けるよう努めたいと思います。

◆第 2983 回例会のメニュー

◆次回のプログラム
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

◆今後のプログラム案内
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
締めは、我が花
巻 Ｒ Ｃ 、 佐 々 木 ・在籍表彰 ：なし
会長。決まって
います！
◆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

