
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」 
第 30５1 回例会/No.01 2017 年 7 月４日 

               
 

1. 開会点鐘  
2. 国歌斉唱 
3. ロータリーソング斉唱 
4. 会長の時間 
5. 慶祝 
6. クラブ協議会（新年度抱負発表） 
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   
  
・７月ロータリーレート 1ドル＝111円 

[ガバナー事務所] 
・第 24回 『豊沢川クリーン作戦』ご協力のお願い 
[豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 会長 藤沼 弘文] 

  
 
 

 
 
■四つのテスト 佐々木 史昭 君 
言行はこれに照らしてから 
一．真実かどうか 
一．みんなに公平か 
一．好意と友情を深めるか 
一．みんなのためになるかどうか  
■会長の時間「46 回/47 回」 吉田 和洋 君 

皆様こんばんは！！今年度最終の例会に
出席頂きまして、ありがとうございます。
私の年度最後の会長の時間は、一年を振り
返りお話ししたいと思います。また、本日
は急遽、花巻 RC奨学金授与式に高総体で出
席できなかった、県立花巻北高校下町校長
先生と新一年生がゲストとしておいで頂く

ことができました。後程、ご挨拶をいただきたいと思います。 
 
歴史ある花巻 RCにおきまして、『花巻 RC良し、関係先

良し、地域良し、そして国際ロータリー良し』の「三方良し
＋One」を基本に、今年度の国際ロータリーの指針でありま
す『人類に奉仕するロータリー』のもと、鹿討幹事様と一緒
に皆様のご協力をいただきながら、何とか第 63代会長を務
めさせていただきました。 

8月には、佐々木地区委員の下、青少年長期派遣生 青砥
亮太君の壮行会や、花巻北高校下町校長先生をお迎えしての
ゲストスピーチ、9月は、ホットスプリング来花団の有志歓
迎会、佐々木前会長が入念に準備し、実現した花巻北高校と
ASMSA校との姉妹校締結式への参加、元花巻小学校校長坂
本均さんによるゲストスピーチ『賢治さんの心がネパールに
飛んだ』と、吉澤 G補佐公式訪問と濱守ガバナー公式訪問、
11月は地区大会大船渡、12月の Xmas家族会ではアンダー
パスの楽しいステージで子供たちも盛り上がりました。 

 
1月は市内 3RC合同新年会を主催し、濱守ガバナーにもご

出席をいただきました。そして、岩手県空港ターミナルビル
㈱様のご理解により、ターミナルビルへ『感謝と歓迎の花巻

ロータリークラブスタンドサイン』を設置させていただき、
RCの PRもさせていただきました。2月には、宮澤和樹様に
ゲストスピーチ、そして当クラブはホストとしての第 2分区
インターシティミーティング花巻を『包括的子ども食堂 共
生社会の実現へむけて』をテーマに NPO法人インクルいわて
山屋理事長様をお迎えして開催し、大きな反響と共感をいた
だきました。3月には、伝統ある花巻ロータリーカップ小学
生バレーボール大会横断幕を制作掲示して、ロータリークラ
ブの周知と大会の盛上げに使わせていただき、また当クラブ
の特筆すべき事業である奨学生制度の卒業生による報告、2
月のインターシティミーティング花巻での皆様の会費の中か
ら支援金としてインクルいわて山屋理事長様へ贈呈させてい
ただきました。4月には、観桜会をリノベーションで話題に
なっている小友ビル１Fの JOE’S LOUNGEにて今までとは
違ったテイストで開催させていただきました。5月は、第 2
分区ガバナー補佐杯コンペや 3ロータリー合同コンペへの参
加や、阿部一郎君がカウンセラーを務め、当クラブとして一
年間お世話することになります米山奨学生、コウ・シヘイさ
んを迎え、花巻ロータリークラブ奨学生には県立花巻北高校
新一年生を迎えることもできました。そして最終月である今
月は少し落ち着いて過ごせるかと思いきや、最終例会を予定
していた日にオクラホマチームの来花決定によって 1週間延
期し、第 2分区花北地区の歓迎レセプション例会を開催とい
うサプライズもいただきましたが、おかげさまで迎えること
ができました。 

 
その他、花巻南 RC50周年への対応や、友好クラブである

平塚 RC60周年へ出席しての来賓祝辞、インターシティミー
ティング花巻の運営等大変勉強させていただきました。 
1年間 47回の例会とその他事業・行事、そして並行して準
備し行いました花巻中学校 70周年等を通しまして、大変濃
い一年を過ごさせていただきました。その間、元会員高橋秀
男さん、向谷地昇さんのご逝去や、澤田君、飯塚君、鳥畑君、
多田君の 4名が諸事情により退会されてしまいましたが、う
れしいことに藤田君、高橋君、横田君、谷村君の 4名のメン
バーを迎えることができました。 
 
年当初考えていた活動計画の中で残念ながら、実施まで至

らなかった活動もありますが、地域や関係していただいた
方々、そして少しでもロータリー活動を理解してくれる方々
が増えていただいたのであれば幸いです。関係していただい
た皆様、鹿討幹事はじめ花巻ロータリークラブ理事・会員、
菊の会の皆様とご家族のご理解ご協力をいただき、そして支
えていただき感謝いたします。また、裏方で支えていただい
た高橋事務局にも感謝しております。 
今後も、花巻ロータリークラブの親睦と奉仕活動が活性

化していけるよう、微力ながらも努めてまいりたいと思い
ます。一年間ありがとうございました。 
 
■花巻 RC 奨学生報告 花巻北高校 下町校長先生 
こんばんは。ロータリアンの皆様のご支援に 
感謝申し上げます。今年から本校は国際教育に 
踏み出し、基金を創設し、昨年姉妹校提携した 
ASMSAに生徒を派遣する仕組みを作り、11月 
から派遣、8月には本校が主管校として開催の 
国際教育研究大会に ASMSAから 7人来校と相 
互交流が始まったのも皆様のお蔭です。前回、 
総合開会式で挨拶出来なかった 1年生にお話して貰います。 
◇花巻北高校 1 年生の花巻 RC 奨学生報告     
私は昔からビフォーアフターという番組が好きで、みんなを
笑顔に出来たら素敵だと思いました。勉強して将来は建築士
になってみんなを幸せにしたいです。 
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◆幹事報告 

 
◆第 3050（6/27）吉田年度最終例会の概要 

菊の会合同夜例会 in やぶや 
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◆例会プログラム 
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

■新旧会長・幹事バッジ交換 
 
 
 
 
 
 
 
 
立花新会長へ吉田会長から  阿部新幹事へ鹿討幹事から 

■新旧会長・幹事挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32人中  17人出席出席率 62 .9％ 前回修正 70.3％ 
◇メーキャップ 
7/25（日）花泉ＲＣ創立 40周年記念式典 
     吉田和洋君・三田望君・滝田吉郎君    
＜高橋 豊 君＞ 吉田会長殿 1年間、大変お疲れ様でした。
無事ゴールされたこと心よりお喜び申し上げます。今日は
東京出張の為、欠席です。また、結婚のお祝い、ありがと
うございます。お蔭様で 42年間、2人共健康で今を迎え
られたことに対し、多くの皆様へ感謝の気持ちでいっぱい
です。新年度は出席率を少し向上すべく、努力致しますの
で、皆様よろしくお願い致します。 

＜佐々木 史昭 君＞ 吉田会長･鹿討幹事、1 年間花巻 RC 丸
の舵取り大変有難う御座いました。大変楽しく、安定感
のある航行ぶりでした。新年度の立花新会長、阿部新幹
事一年間大変お世話になります。宜しくお願い致します。 

＜橋川 秀治 君＞ 余曽田会長、鹿討幹事、1 年間本当にお
疲れ様でした。お蔭様で楽しい 1年円でした。立花会長、
阿部幹事の年度もまた違った意味で期待しております。 

＜伊藤 誠一郎 君＞ 吉田会長、鹿討幹事、1 年間お疲れ様
でした。ほとんど滝田さんに任せてしまい、反省してお
りますし、滝田さんには頭が上がりません。次年度立花
会長、阿部幹事、1年間はあっという間です。微力ながら
ご協力したいと思っております。 

＜立花 徳久＞ いよいよ最終例が来てしまいました。と言う
事は次週から逃げたかった会長の職が回ってくると思う
と気が遠くなりそうです。でも何とかなるかな？吉田会
長、ご苦労様でした。 

＜谷村 繁君＞吉田丸、ガバナー特別賞の三冠王、おめでと
うございます。鹿討幹事、大成果お疲れ様でした。立花
丸、阿部幹事の船出をお祝い申し上げます。 

＜吉田 和洋＞ 何とかここまで辿り着くことが出来ました。
支えて頂いた皆様に感謝し、立花会長へバトンを渡した
いと思います。ありがとうございました。鹿討幹事、高
橋事務局のお支えに大感謝です。 

＜佐藤 誠吾＞ 吉田会長、一年間大変お疲れ様でした。なか
なか出席出来ない一年で、ご迷惑をお掛けしたと思います。
私も皆様に大変優しくして頂きました。本当にありがとう
ございました。 

＜稲田 典之＞ 楽しい最終例会でした。吉田会長ご苦労様
でした。次期立花会長、大いに頑張って下さい。 

＜鹿討 康弘＞ 吉田会長に引っ張られて何とか 1 年間務め
させて頂きました。立花さん、一郎君、頑張って下さい。 

＜戸来 昭浩＞ 吉田会長、鹿討幹事、1 年間本当にお疲れ
様でした。なかなか例会には出席できませんでしたが、会

計としてスムーズに収支決算が出来るように書類を整理
しておきます。私もロータリー3年目ですので、立花新会
長、阿部幹事の役に立てるように頑張ります。 

＜笹木 賢治＞ 吉田会長、鹿討打幹事、1 年間ありがとう
ございました。次年度の立花会長、阿部一郎幹事、ユニー
クで楽しい 1年間にして下さい。 今月 24日、宮城県で
開催されたリトルシニア東北選手権大会において、55 チ
ーム参加の中、花巻チームは 3位に入りました。8月神宮
球場等で行われます全国大会の切符を 2 年連続で手にす
ることが出来ました。今後とも応援を宜しくお願いします。 

＜阿部 一郎＞ 吉田会長、鹿討幹事、1年間素晴らしい運営
ご苦労様でした。今後とも活躍をお願い致します。次年度
立花丸の応援を宜しくお願い致します。 

＜滝田 吉郎＞ 吉田会長、鹿討幹事ご苦労様でした。楽しい
一年間をありがとうございました。立花新会長、沈没しな
いように奥様と手を取り合って頑張って下さい。阿部幹事、
あなたが責任重大です。 

＜堀合 康亮＞ 吉田会長、盛りだくさんのスケジュールご
苦労様でした。ありがとうございました。アイデア一杯の
立花会長、よろしくお願い致します。 

    
7/11(火) クラブ協議会 『各委員長 抱負発表』        
7/18(火) クラブ協議会 『事業報告・決算・予算』  
7/25(火) 藤崎ガバナー公式訪問 3RC 合同例会 

クラブ会報委員会    
委員長：藤田 勝敏     副委員長：横田 裕之 

AD：橋川 秀治（今回担当）、  鹿討 康弘   

 

◆出席報告   ■ニコニコ Box 
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＜各種年間表彰＞ 


