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第 3005 回例会/No.2
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ロータリーソング斉唱
会長の時間
クラブ協議会（各委員会委員長抱負）
第 2520 地区出向者抱負
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

回かは澤田副会長へお願いすることもあるとは思いま
すが、一年間一生懸命務めて行きたいと思いますのでよ
ろしくお願いいたします。カウントダウンの毎週です。

先週、６月 29 日に花巻中学校区３校教振合併総会が
花巻中学校で行われました。
・上田穣さんより経緯説明があり、他の地域は中学校を
中心に構成されているとのことでした。
・PTA 会長が議長を務めるとのことで私が花中 PTA 会
長として代表で議長を務めました。
・質問・意見は事前の各教振での確認と当日の上田さん
のわかりやすい説明により、特に異論は出ませんでした
が、校長先生は少し緊張気味でした。
・今後、学校側の対応は花中を本部とし、各校は支局と
◆幹事報告
して活動することになります。2 年を目途に案を出し合
・2016 年度上期普通寄付金のお願い
い、区内児童生徒のためにより良い運営と環境整備をし
(公財) ロータリー米山記念奨学会
ていきます。
・新ロータリー年度へようこそ
ガバナー事務所
さて、花巻は７月から、各地で夏祭りがはじまります。
・インターシティ･ミーティング報告書送付について
百二十年以上も前から花巻の７月を彩ってきた宵宮。
水沢東ロータリークラブ 会長 三浦 滋
はなまき宵宮祭りは７月１日の藤木神社・藤木大明神
・社会福祉法人 盛岡いのちの電話 理事長 金澤 弘幸
（大通り一丁目）を皮切りに、
・2016 年規定審議会の決定報告書と補足資料のご案内
５日 円城寺蓮池大辨財尊・弁天さん（御田屋町）
国際ロータリー日本事務局
９日 藤木稲荷神社・・・藤木稲荷さん（豊沢町）
１０日
金毘羅神社・・・・金毘羅さん（吹張町）
◆第 3004（7/5）例会の概要
１２日 山の神神社・・・山の神さん（南川原町）
）例会の概要
１２日 坂本稲荷神社・・坂本稲荷さん（坂本町）
■年度開始恒例のコーラで乾杯（三田 望君）
１３日 勝行院虚空蔵菩薩・虚空蔵さん（鍛冶町）
年度開始
１４日 八坂神社・・・・・・お天王さん（東町）
早々、盛り沢
山ですが、ロ
１７日 観音堂・・・・・・お観音さん（里川口）
ータリー活
１７日 鳥谷ヶ崎神社・・・鳥谷ヶ崎さん（城内）
動の活発化
１７日 延寿寺観音堂・・・・お観音さん（仲町）
は良いこと。
１８日 秋葉神社・・・・・・秋葉さん（末広町）
体に気を付
１８日 童児稲荷神社・・・子供稲荷さん（大町）
けて引っ張
って行って
１９日 赤稲荷神社・・・・赤稲荷さん（桜木町）
下さい。乾
２１日 光徳寺太子堂・・・・光徳寺さん（上町）
杯！
上町夏祭り
２２日 松庵寺・・・・・・お地蔵さん（双葉町）
２４日 花巻神社・・・・・・愛宕さん（四日町）
■会長の時間
吉田 和洋 君
２５日 天満宮・・・・・・・天神さん（藤沢町）
「1 回／46 回」
２８日 勝行院如来堂・・・・如来さん（鍛冶町）
２９日 鼬幣稲荷神社・・・いたち神社（石神町）
7 月 5 日。新年度最初の会長の時間です。これから一
年間 46 回の例会を と、１ヶ月間、市街各地２０か所の神社などで開催され、
予定しております。 子供たちの楽しみの一つにもなっております。
先 ほ ど 理 事 会 で （中央コミュニティだより参照）
７月２３日には、先駆けて 田瀬湖湖水まつり 水・
確認して頂きまし
たが、今年度昼例会 空中花火大会 が開催されます。
宵宮が終わると、お盆へと季節は移り ８月２０日
は 38 回、夜例会は
８回、休会は６回だ (土)～２１日(日)は イーハトーブフォーラムです。２０
日夜には花火が開催され、今年は宮澤賢治生誕１２０周
そうです。
ガ バ ナ ー 公 式 訪 年と合わせて開催されます。
協賛につきましては、みなさのご協力を宜しくお願い
問は９月 27 日昼例
会、南ロータリーさ いたします。
一年の会長活動を通じて自分が成長できるように努
ん 50 周年は 11 月 26 日、平塚ロータリーさん 60 周
年は翌年２月 23 日です。もしかしたら会長の時間を何 めていきたいと思います。

■ 慶

☆国際奉仕大委員長抱負（稲田典之大委員長）

祝

☆会員誕生祝い
16 日 伊藤誠一郎君

☆出席年バッジ
(30)三田望君

例年のものは各委員会主体とします。
新たに会長より、花巻小学校との連
携によるネパール地震の被災学校支
援の話が出ています。ロータリーの
力を借りて会長の想いを実現できれ
ばと思います。

☆夫人誕生祝い
4 日 吉田優子さん

(18)笹木賢治君 (17)谷村繁君

☆青少年奉仕大委員長抱負（笹木賢治大委員長）
花巻 RC 奨学生制度で高校生の支援、
花巻北高校とホットスプリングスの
ASMSA との交流を支援してまいり
ます。
■2520 地区研修委員会
RLI 委員の委嘱状贈呈

(17)稲田典之君 (1)飯塚正晴君

■岩手日報の「人」に花巻
ﾘﾄﾙｼﾆｱ監督が掲載され、
その方は
佐々木直
前会長の
会 社 の
方！

32 人中 17 人
の出席、出席率
62.9％、前回修正 74.0％
☆会長抱負（吉田 和洋会長）
今年は「人類に奉仕するロータリー」 【メイクアップ】 なし
として国体、台湾便、賢治生誕 120
◆ニコニコボックス
年の来県者を歓迎、RC を地域や岩
ニコニコ Box13 名。下坂和臣君か
手の皆さんに知らせる一方、関係ク
らは不在 Box を頂きました。
ラブ、会員、家族、会社の人も楽し
める様、感謝の奉仕活動を進めます。 今年度、目標を仕事から Box 達成に替え、大幅達成を目
指します。皆様のご協力をお願いします！
☆幹事抱負（鹿討康弘 幹事）
今年は例会出席を増やすためにお電
◆第 3004 例回のメニュー
話や訪問でアプローチをしてみます。
また、会員増強の取り組みや他単会
例会のメーキャップもやって行きま
す。一人では恥ずかしいので吉田会
長、連れて行って下さい(笑)

■クラブ協議会（新年度抱負）

☆クラブ奉仕大委員長抱負（澤田常夫大委員長）
例会の充実活性化のため、各委員会
の委員長の方々には役割を認識し、
今年何をやるか目標を持って活動願
いたい。私も一緒に考えて参ります。
ともかく、出席ありきです。会員相
互の理解と親睦を図りましょう。
☆職業奉仕大委員長抱負（三田 望大委員長）
会長の方針どこ読んでも職業奉仕は
書かれていない(笑)。①四つのテス
トを暗記し、そらで毎週唱和、②実
業高校の職業指導で職業講話（依頼
されたらご快諾を）
、③職業奉仕に因
んだ卓話等計画しています。

◆出席報告

ポークソテー和風ソース

◆次回のプログラム
7/19(火)《ｸﾗﾌﾞ協議会》事業報告・決算/事業計画・予算

◆今後のプログラム案内
7/26(火)

納涼夜例会
ガーデンリゾート 悠（はるか）
の湯 風の季（とき）

～8 月テーマ『会員増強・新クラブ結成推進月間』～
☆社会奉仕大委員長抱負（滝田吉郎大委員長）
8/2 (火)
例会前理事会・慶祝・（予定）会員卓話等
私の方は心配なのか、会長方針に全 8/9 (火)
（予定）ゲストスピーチ
部書かれています(笑)。花巻ロータ 8/16(火)
休会（定款第 6 条）お盆休会
リーカップバレーボールでは横断幕
を作り、市内の社会奉仕団体と交流
クラブ会報委員会
を深め、例会でスピーチ頂く等です。 委員長：橋川秀治（今回担当） 副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅
AD：鹿討康弘
他もご指示お待ちしています。

