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目に見える地域貢献をしよう！
2016 年 6 月２１日

◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
クラブ協議会／新年度事業計画発表
（クラブ、社会、職業、国際、青少年奉仕委員
会）執行部担当
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

大統領の弾劾デモの新聞記事
新日鉄住金の社員の方々

ブラジル岩手県人会

◆幹事報告
・「花巻市・ラットランド市姉妹都市提携
３０周年記念市民ツアー」修正版
花巻市役所生涯学習部国際交流室
・ハイライト米山 195 号
（公財）ロータリー米山記念奨学会

宿泊ホテルは地元ロータリークラブの例会会場でした。

◆第 3001（6/14）例会の概要
）例会の概要
■会長の時間 佐々木 史昭 君
「ブラジル訪問報告」

ﾙｼｱﾅの結婚式:宣誓と乾杯
ご両親

新婦の父（G）新郎の父（Drm）の演奏で「君といつまでも」

みなさん、こんにちは。先週の３０００回例
会は、多くの会員のみなさま、菊の会のみなさ
ま、平塚ロータリークラブのみなさまにご参加
頂き、大盛会に開催させて頂きましたこと心か
ら御礼申し上げます。
私の会長の時間も残すところあと３回となり、
私の持ちネタを使い切ってしまおうと、今回は
４月にブラジルを訪問したときの写真をご覧い
ただきながら報告申し上げようと思います。ど
うぞプロジェクターをご覧ください。

夜６時から始まって、12 時までパーティーは続きました

◆ ６月の慶祝

夫人誕生日：飯塚順子さん（正晴）鹿討つぐみさん（康弘）

◆クラブ協議会：年間事業報告
佐々木会長の企画力、
行動力、実践力、そして
各種行事における各スタ
ッフの協力で何とか引っ
張られてやってこれたの
かな・・というのが実感で
す。１年間ありがとうござ
いました。

オリンピックのテニス会場

◆幹事/澤田常夫君
リオデジャネイロのコパカバーナの海岸

ホームページ開設、会報な
ど、デジタル化推進、出席
率向上の目標を掲げました
が、予定通りの活動が出来
たものと思います。
◆クラブ奉仕大委員長/立花徳久君

『イパネマの娘』（アントニオ・カルロス・ジョビン）の生まれた
カフェ。いつも座ったテーブルと楽譜。

ポルトガル料理を御馳走に
なりました。

◆親睦委員長/阿部一郎君
君

移動例会もあり、いろいろな
場所で楽しく司会をやらせ
て頂きました。菊の会の皆
様との親睦も楽しい一年間
でした。若い委員たちが出
席してくれなかったのが反
省点です。
年間 90 万円の目標でし
たが、残る 2 回の例会で
ほぼ目標額は達成できる
見通しとなっております。
ご協力ありがとうございまし
た。

住友金属の同期がリオに駐在している幸運に恵まれ、危
険な都市ですが、快適に過ごせました。

◆ニコニコ BOX 委員長/伊藤隆規君

コルコバードの丘のキリスト像

本日の会長の時間は以上とさせていただき、本
日のプログラム「各委員会年間事業報告」へ移
りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

◆プログラム/
◆会場監督委員長/ 滝田吉郎君
滝田吉郎君

ほぼ毎月のゲストスピー
チ の実 施 や 特 別月 間に
つきましても各委員長さん
の協力の下、運営が出来
ました。会長の想いが伝わ
る魅力ある例会でしたが
出席率の向上につながら
なかったのは残念でした。

会報作成のために本
日まで 100％出席で
す。ホームページ立
ち上げ、運営は会社
の優秀なフタッフ の
おかげ、会報につき
ましても橋川委員の
おかげ。どちらも文句
も言わずに笑顔で手
伝って頂きましたこと
に感謝いたします。

◆広報/
◆クラブ会報委員長/鹿討康弘君

委員長の吉田エレクトが
中心となり、前田 君、菊
池君の 2 名の方に入会し
て頂きました。
引き続き次年度の方もよ
ろしくお願いいたします。

◆青少年奉仕大委員長/佐藤良介君

花巻北高校と米国ホットスプリングス市アーカンソー
州立理数芸術高（ASMSA）との交流の支援として 9 月
に花巻北高英語教諭 2 名を調査研究のため、派遣い
たしました。花巻国際交流協会理事長として佐々木
会長にも同行して頂き、有意義な視察だったようで
す。5 年後の花巻北高 90 周年に向けて交流を継続し
ていきたいと思います。６月にはホットスプリングス市の
高校生が花巻を訪問しましたが、ASMSA の生徒が花
巻東、花巻北両校を訪問し、交流を深めました。

◆会員増強/副委員長 阿部一郎君

◆職業奉仕大委員長/
谷村 繁君

◆社会奉仕大委員長/笹木賢治君

ベル君の支援で二戸・
蔵元「南部美人」さんで
の楽しい移動例会でし
た。普段は秋田の酒し
か 呑ま な い の で す が 、
No1、オンリーワンを目
指して頑張っている久
慈社長の応援をしたい
と思っております。

奨学生の A・R さん
が秋田大学に合格
されました。

◆花巻 RC 奨学生委員長/橋川秀治君

◆出席報告

33 人中 15 人の出席
花巻ロータリーカップで小
出席率 53.5％
さな子供たちが頑張って
前回修正 57.1％
いる姿に感動いたしまし
た。るんびにい美術館で 【メイクアップ】
はボーダレスギャラリーや
6/2・6/9 (木)花巻南 RC 例会 佐藤良介君
実際の作業を見学させて
6/10（金）花巻 3ＲＣ親睦ゴルフコンペ
頂き、その芸術性の高さ
佐々木史昭君、吉田和洋君、上田穣君
に驚きました。
6/11(土) 2016 年規定審議会報告会
吉田和洋君
6/13(月) 花巻・北上地区・湯本各 RC
新旧会長・幹事引継会
佐々木史昭君、澤田常夫君、上田穣君、
吉田和洋君、鹿討康弘君

すごく忙しい一年間だ
ったと言う印象です。
7/21 米国ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ市 ASMSA とﾚｲｸサイ
ド高校へ日本語教師
として派遣前の石崎青
◆ニコニコボックス
空さんのゲストスピー
チに始まり、花巻北 RC ◆佐々木 史昭君
◆国際奉仕大委員長/三田 望君
米山奨学生・内モンゴ
今年度の例会も、残すところ、本日含めて 3 回とな
ル
ル出身・温都娜（ｳﾝﾄﾞﾅ/岩手大４年）さんや、ロータリー財

りました。みなさまには、ここまで私の我がままに、お

団委員・梶浦 正（仙台レインボーRC）をお招きしての財団
付き合いいただき心から御礼申し上げます。最後の
のグローバル・地区補助金の説明は大変勉強になりまし
最後まで、どうぞよろしくお願い申し上げます。
た。ソウル大会には８名のロータリアンと 7 名のｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ
ｰで参加し、あらためてロータリーの良さを再認識しました。
またポールハリスフェロー誕生の目標も達成しました。

◆飯塚 正晴君
ちょうど１年前、入会前に妻の誕生日祝いをして頂き
ましたが、1 年があっという間に過ぎました。皆様方に
はお世話になりっぱなしでした。ありがとうございます。
これからも宜しくお願い申し上げます。
◆鹿討 康弘君
妻の誕生祝いありがとうございます。私からのプレゼ
ントは大粒のダイヤのネックレスにしようと思いました
が、慎ましい妻から辞退されましたので、本人希望の
遠近両用メガネを贈らせて頂きました。

◆第 3001 回のメニュー

サーモンのムニエル和風ソースとサラダ

◆トピックス
◆6/10（金）花巻 3ＲＣ親睦ゴルフコンペ
佐々木史昭君、吉田和洋君、上田穣君

◆次回のプログラム
◆6/16（木）１２：３０～ 平塚ＲＣ昼例会訪問
6/17（金）平塚ＲＣ懇親会ゴルフコンペ参加
＠平塚富士見ＣＣ
佐々木史昭君、吉田和洋君、上田穣君、稲田典之君

２８日（火）最終例会【家族会・夜例会】 ＠やぶや／
親睦委員会担当／ゲスト（予定）石崎青空さん
／ホットスプリングス日本語コース報告ほか

◆今後のプログラム案内
７月 ５日（火）吉田新年度スタート
（プログラム予定） 慶祝 及び クラブ協議会
◆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

