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目に見える地域貢献をしよう！
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田和洋君にバトンを渡したいと思います。

吉田会長年度 初回例会

1 年間で４５回例会を開催させて頂きましたが、
例会をより魅力的なものにしようと、夜例会８回（クリ
スマス家族会、観桜会、ベンベル激励会、南部美
1. 開会点鐘
人二戸合同例会、３ＲＣ合同新年会、いわて国体
2. 国家斉唱
講話菊の会合同例会、３０００回例会＠佳松園、
3. ロータリーソング斉唱
最終例会）、移動例会３回（南部美人見学、るんび
4. 会長の時間
5. 慶祝該当者スピーチ
にい美術館見学、コカコーラ新工場見学）、ゲスト
6. 新年度スタート乾杯(コカ・コーラで♪)
スピーチ１８回（石崎青空さん、ベンベル、花巻市
7. クラブ協議会（会長、幹事、大委員長抱負） 総合文化財センター長中村良幸さん、花巻北高細
8. 第 2520 地区出向者抱負
川先生、同柏山先生、るんびにい美術館三井理事
9. 幹事および委員会報告
長、南部美人久慈社長、米山奨学生ウン・ドナさん、
10. 出席報告
地区ロータリー財団委員梶浦正さん、湯川英機先
11. ニコニコボックス
12. 閉会点鐘
生、花巻市役所国体担当次長藤田哲司さん、パ
ク・ウンジョンさん、花巻バレーボール協会理事長川
◆幹事報告
村篤さん、花巻北高在原校長先生と奨学生のみな
さん、みちのくコカコーラ製造部長藤田さん、「ネク
・8/7(日) 『第 23 回豊沢川クリーン作戦』
ご協力のお願い 豊沢川活性化・清流化事業 タイを締めた百姓一揆」映画監督河野和男さん、花
巻北高下町新校長先生と奨学生、石崎青空さんの
推進協議会
会長 藤沼 弘文
・8/27(土) 8/28(日)市民憲章運動推進第７回
ホット報告）、会員による卓話８回（鹿討広報委員長、
東北ブロック研修会の開催について（ご案内） 吉田会長エレクト、小山田泰彦君、戸来昭浩君、
花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田 望
上田穣君、橋川秀治君、飯塚正晴君、下坂和臣
(以下、ガバナー事務所より)
・7 月ロータリーレート変更のお知らせ 102 円 君）を行いました。みなさんに大変素晴らしい活躍を
頂き、心から御礼申し上げます。
・国際ロータリー第 2520 地区 2015-2016 年度
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
・2016-17 年度 地区資金(前期)送金のお願い
毎回の会長の時間にはそれなりの準備が必要で
・地区社会奉仕・ロータリー財団（補助金管理 私にとって大変良い経験となり、おかげさまで随分
セミナー）合同セミナーのご案内
鍛えられました。それが記された会報は私にとっては
宝物です。毎週作成し、さらに立派なホームページ
◆第 3003（6/28）例会の概要
を立ち上げてくれたクラブ会報委員長の鹿討君には
）例会の概要
心より感謝申し上げます。老後にクラブ会報を読み
■会長の時間 佐々木 史昭 君
返すのが楽しみです(笑)。
「一年間を振り返って御礼」

◆例会プログラム

やり切りました。思
い残すことはありま
せん。皆様ありが
とうございました。
暫くお休み・・・な
どせず(笑)吉田
丸を支えます。
みなさん、こんばんは。今日は私が会長を務めさ
せて頂く花巻ロータリークラブ最後の例会、そして最
後の会長の時間にお立会い頂き、ありがとうございま
す(笑)。私自身は最後まで会長職を一生懸命に務
めさせて頂き、もう何も思い残すことはありません。
やりたいことをすべてやりきった清々しい気持ちで吉

一年前の新年度理事会では、花巻ロータリーク
ラブはもっと目に見える地域貢献をしよう！と、私と
しては花巻ロータリークラブ自らが活動できなくとも、
何らかのご縁があって他団体の事業が地域に必要
なものであれば、理事会の承認により金銭面の支援
も大いに結構！という立場でしたが、理事会で議論
の結果、金銭面だけの支援は否決され、他団体とロ
ータリーが共に協働できる奉仕を事業計画として取
り組み、ご担当頂いた委員長さま、副委員長さまに
は大変立派な活動をして頂きました。
職業奉仕（谷村繁大委員長）においては、南部
杜氏の里で日本酒造りを学びホットスプリングスで

日本酒醸造会社を立ち上げようとしているベンベル
君の支援を行い、二戸ロータリークラブさんと連携し
て南部美人の視察と激励の移動例会を行いました。
国際奉仕（三田望大委員長）においては、本日
ゲストでお越し頂いております石崎青空さんのホット
スプリングスにおける日本語授業に伴う赴任の支援
を行いました。
青少年奉仕（佐藤良介大委員長）においては、
引き続き花巻ＲＣ奨学制度を運用し、３名の奨学生
に奨学金を交付し、さらに花巻北高とＡＳＭＳＡの姉
妹校締結に向け花巻北高の英語教師２名と現地
視察を行い、この９月にはホット市民訪問団来花の
際に姉妹校締結式を行う方向で進んでおります。
社会奉仕（笹木賢治大委員長）においては、るん
びにい美術館を視察し、障がい者の方が創作活動し
ている様子を見学し、三井理事長から講話を頂きま
した。また第３１回花巻ＲＣバレーボール大会を開催
し、大成功に終える事が出来ました。
クラブ奉仕（立花徳久大委員長）においては、上
田ガバナー補佐を輩出したクラブとして責任と自覚
を持って活動致しましたが、特に３０００回例会兼菊
の会創立４０周年記念祝賀会を無事佳松園にて開
催でき、そしてソウル世界大会へ会員８名とそのご
家族４名、オブザーバー含めると１５名のみなさんと
共に参加し、パク・ウンジョンさんと再会、いい思い出
をたくさん作ることが出来ました。また平塚ロータリー
クラブを訪問した際も、昼例会に参加したほか、夜
の平塚の街で交流、懇親ゴルフコンペにも参加させ
て頂き、平塚さんとの交流をさらに一歩深めることが
出来たと思います。
すべての活動が刺激的で、楽しい想い出で一杯
です。大変ありがとうございました。
次年度も一理事として吉田丸をささえ、まずはしっ
かり出席義務を果たし、花巻ロータリークラブが
益々発展するよう努めて参りたいと思います。
一年間どうもありがとうございました。

◆ゲストスピーチ
石崎 青空 さん
「ホットスプリングスで日本語教師を務めて」
花巻 RC-ホットスプリングスビレッジ RC 親善大使

皆さんが今までの交流で築かれ
た友好関係のお陰でホットスプリ
ングでは大歓迎を受け、食事に
招かれたり、色んな心遣いを頂き
しました。花巻北高校の生徒さん
が交流に来られたり、生徒と学校
の行事を楽しむ中で日本語を学
んだことのない子供達も挨拶は
完璧に出来るようになりました。

渡米時のお出迎えに感激！

チーム T シャツ♪
BlueSky として
地元紙に載る

月に一度は食事に招待

青空さんとベン君の歓送迎会

これからの新たな人生でもロータリーとのご縁
が活きると良いですね。お幸せに！

■新年度会長・幹事引継ぎ式
会長ﾊﾞｯｼﾞ交換 佐々木史昭君と吉田和洋君

両者、相手のバッジ
が手からこぼれ落
ちるハプニング！

○幹事ﾊﾞｯｼﾞ交換 澤田常夫君と鹿討康弘君

自分のバッジは付
替え済の澤田幹事
直前会長になります。
次年度もしっかり出
席して盛り上げて、楽
しい花巻 RC にしたい
と思います。
振り返ると佐々木会長
の想いのこもった企
画、外部ゲストスピー
チや海外支援、多数参
加の世界大会と外を見
た活動や外の空気を呼
び込む活動で成果多き
年度でした。一年間有
難うございました。

少々緊張気味です。国体
等で RC を地域の方々に
知って頂くようにして行
きます。友好ｸﾗﾌﾞや PTA
会長としても対外的な行
事が多い年度、皆様のお
力添えをお願いします。
多くの大事業を行う吉田
会長年度に幹事をさせて
頂く幸運に恵まれた事に
感謝致します。一年間楽
しんでやりたいと思いま
すので、皆様宜しくお願
い申し上げます。

○2520 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐終了挨拶

上田穣君

物心両面で皆様にはお世話に
なりました。地区でも各種大会
に花巻から多くの仲間が参加し
ていて、世界大会始め大きな
顔が出来ましたし、資金面でも
会長にはクラブからバックアップ
して頂き、楽しい活動が出来まし
た。皆様に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

※2016-17 年度 2520 地区出向者紹介
・青少年交流委員会・国際奉仕委員会 青少年長
期・短期委員・・・・・・・・・・・・・・佐々木 史昭 君
・研修委員会 RLI 委員・・・・・・・・・・・・上田 穣 君

■菊の会会長引継ぎ式

吉田裕子直前会長

伊藤由美子新会長

菊の会 40 周年の記念すべ
き年に会長という大役にど
うなることかと思いました
が、親会はじめ皆様のお陰
で無事終えることが出来ま
した。次期も理事として伊
藤会長を支えます。
もっと前に会長をやる筈で
したが、子育てのため延ば
して頂き、今回、会長をさ
せて頂きます。分からない
点も多く、勉強しながら頑
張って務めて参りますので
宜しくお願い致します。

◆出席報告
33 人中 22 人の出席
出席率
75.8％
前回修正 86.2％
【メイクアップ】
6/23(木)花巻南 RC
例会 佐藤良介君

◆ニコニコボックス
◆佐々木 史昭君
一年間花巻ロータリークラブ会長を無事やり遂げる
ことが出来、達成感で一杯です。皆様に心から御
礼を申し上げます。次年度の吉田丸を一理事として

しっかり支えて参りたいと思います。ありがとうございま
した。
◆吉田 和洋君
佐々木会長、澤田幹事、一年間ご苦労様でした。
次年度も引き続きご出席の程宜しくお願い致します。
3 ロータリー新年会担当や第 2 分区インターシティミ
ーティング等対外行事の主幹もあります。会員の方
はもとより菊の会さんのご協力も宜しくお願いします。
途中からでも楽しめるように努めたいと思います。
◆三田 望君
盛りだくさんの一年間、忙しくも楽しかった佐々木年
度。会長様ご苦労様でした。お陰で BlueSky さんと
かベンベルさんとか沢山のご縁を頂きました。吉田
新会長超多忙のようですが、是非我々をリードして
楽しい会にして行って下さい。
◆髙橋 豊君
佐々木会長はじめ、役員の皆様お疲れ様でした。
三千回例会という大きな節目を立派に乗り越えて本
当におめでとうございます。欠席がちでご迷惑を掛
けましたが、最終例会に出席出来て嬉しく思います。
◆上田 穣君
今年度の佐々木会長とはずいぶんいろいろな所へ
一緒に行きました。どの場所も思い出に残っています
が、何といってもソウルの世界大会はピカイチでした。
息子の嫁さんと孫の萌々（もも）まで大変お世話に
なり、さらにフェイスブックのお友達に加えて頂き感
激しておりました。ありがとうごさいます。
◆笹木 賢治君
佐々木会長、澤田幹事、一年間ご苦労様でした。
新吉田会長、鹿討幹事、これから一年間宜しくお願
いします。 花巻リトルシニアですが、お陰様で東北
大会で三位の成績を残し、東北連盟代表として 7
月 31 日から神宮球場で開催されます全国大会に
出場することとなりました。今後とも皆様のご支援、
ご協力をお願い致します。
◆澤田 常夫君
この一年間の活動へのご協力有難うございました。
◆滝田 吉郎君
佐々木会長ご苦労様でした。ロータリアンの階段を
昇りつめてください。吉田新会長、思いっきり楽しん
でください。応援します。
◆堀合 康亮君
佐々木会長ありがとうございました。吉田新会長（同
じ町内の方です）宜しくお願い致します。
◆稲田 典之君
佐々木会長・澤田幹事お疲れ様でした。盛り沢山の
一年間でしたね！楽しませて頂きました。吉田新会
長・鹿討新幹事、せいぜい頑張って下さい(笑)。
◆阿部 一郎君
佐々木会長、澤田幹事、一年間ご苦労様でした。
思いを充分実現できた一年だと思います。今後の活
躍を期待します。吉田次年度会長、鹿討次年度幹
事、期待しています。今まで通りの楽しい運営をお願
い致します。
◆飯塚 正晴君
佐々木会長、澤田幹事、一年間大変お疲れ様でし
た。これからも宜しくお願い致します。
◆立花 徳久君
とうとう最終例会がやって参りました。毎年一年間何
をやったか考えるのですが、結局考えながら終わっ
てしまう 5 年間。来年はエレクトどうしよう！
◆鹿討 康弘君
佐々木会長、澤田幹事お疲れ様でした。大変勉強

させて頂きました。100％出席の果物ありがとうござ ※100%出席奨励賞（つづき）
いました。次年度も頑張ります。
・三田 望 ・高橋 豊君
◆戸来 昭浩君
旧佐々木会長、1 年間お疲れ様でした。素晴らしい
行動力に敬意を表します。そして新吉田会長、PTA
会長と重なり大変だと思いますが、ガンバッテ下さい。
私なりに応援したいと思います。昨日、私どもの第 68
期の総代会が（髙橋豊さんの中締めのもと）無事終
了致しました。これからも宜しくお願いします。
◆鳥畑 昭裕君
佐々木会長、一年間お疲れ様でした。そして吉田
会長、一年間ガンバって「吉田丸」の舵取りお願いし
ます。
◆伊藤 誠一郎君
佐々木会長、澤田幹事一年間お疲れ様でした。吉
田ｴﾚｸﾄ・鹿討副幹事、来年は宜しくお願いします。
◆谷村 繁君
※年間 Box 賞
佐々木会長、実り多き一年良かったです。そしてガ
バナー特別賞おめでとうございました。ベン君の酒
造メーカーの成功をお祈りいたします。吉田副会長、
楽しく社会奉仕できますよう宜しくお願い致します。
◆伊藤 隆規君
楽しい一年でした。役員の皆様に感謝申し上げます
1 位：佐々木史昭君

◆ 懇 親

会
乾杯：三田 望君
楽しい一年でした。地
区、クラブでの精力的な
ご活躍には頭が下がりま
す。今年も皆様の健康と
ご活躍を祈って乾杯！

■各種表彰授与
※会長特別賞（功労者）
・鹿討康弘君
（会報・HP 立上げ）
・谷村繁君
（職業奉仕企画）
・阿部一郎君
（親睦・記念企画）

3 位：橋川秀治君

2 位：三田望君

※米山賞：三田望君、
佐々木 史昭君、稲田
典之君、髙橋 豊君

※ロータリー財団賞：

※100%出席奨励賞
・吉田和洋君・笹木賢治君
・鹿討康弘君・滝田吉郎君
・立花徳久君・澤田常夫君
・上田穣君・佐々木史昭君

◆次回のプログラム
7 月 12 日(火) 各委員会委員長抱負発表

◆今後のプログラム案内
7 月 1９日(火) 事業報告・決算/事業計画・予算
7 月 26 日(火) （予定）納涼夜例会 場所未定
◆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/橋川

