
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」 
第 3087 回例会/No.37 2018 年 3 月 27 日 
               

 
1.  開会点鐘   
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間   
4. 慶祝 
5. 会員卓話 「ぬくまる食堂プレオープン報告」 
            担当 副会長 鹿討 康弘君  
6． 幹事および委員会報告    
7. 出席報告 
8.  ニコニコボックス      
9.  閉会点鐘   
 
・ホットスプリングス市・花巻市姉妹都市提携 25 周年記念事業 
 実行委員会委員への就任依頼及び同設立会議の開催について 
（お願い）            ［花巻市長 上田 東一]  

・米山梅吉記念館 館報 2018 春号 Vol.31 
      [公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会]  

・「盛岡いのちの電話広報 115 号」の送付について 
[社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金沢 弘幸] 

・法人変更について［社会医療法人法昌会 理事長 高橋 典克］ 

・就活カウンセラー初級検定について 
［一般社団法人 就活カウンセラー協会］ 

 
 
 
第 1 部 通常例会 
■会長の時間「33 回/49」 立花 徳久 君 

こんばんは。今日は菊の会と合同の音
楽夜例会「ピアノとベースの演奏」とい
うことで、リクエストとして映画音楽を
お願いしております。また、谷村繁さん
からも演奏して欲しい曲があったよう
で、直接お願いしたとのことです。 

話は変わりますが、今日はぬくまる食堂のプレオープン
日でございました。鹿討副会長の頑張りで今日のプレオー
プンを無事に迎えることができました。花巻ＲＣのメンバ
ーもお手伝いとして参加し、10 時半から 1～2 年生の低
学年 10 名、12 時半からは 3～4 年生の中学年 12 名に来
て頂き、一緒にカレーライス、ひっつみ汁で昼食を囲み笑
顔の輪を広げました。1～2 年生の低学年の子供達は素直
で可愛らしくて、カレーライス一皿食べておなかいっぱい
という状況でした。一方、3～4 年生の子供達は３回、4
回とお替りしていましたが、殆どお替りを食べずに残す子
供達もおり、食べられる範囲でお替りするような指導も必
要と感じてまいりました。この後、ぬくまる食堂は 3 月
22 日、3 月 23 日も予定されておりますので、お手伝い
が出来る方はご協力をお願いします。 
今日は音楽例会で心をリラックスして、お酒を飲みなが
ら素敵な気分で帰って頂ければと思います。今日は宜しく
お願い致します。 
第 2 部「ピアノとベースの競演」 
■ゲスト紹介 浅沼 幸二 君 
立花会長より私に音楽夜例会を開催したいので演奏者を
探して欲しいとの要請がありました。以前、北銀の経友会    

                              
の周年行事で天地人というバンドがなは
んプララザに来たことがあります。オフ
コースのメンバーであった大間ジローさ
んがリーダーとなって津軽三味線と曲げ
わっぱ太鼓をコラボ―レーションするチ
ームですが、その際に手伝ってくれたの

が今日ゲストの北田君と佐藤君であります。立花会長から
は映画音楽を中心にとの要望があり、オファーしたところ
面白いですね、やってみましょうと快く引受けて頂きまし
た。北田君はＮＨＫのど自慢が北三県や宮城で開催される
際には、ピアニストとして参加しております。私は北田君
と 30 年来のお付き合いとなりますが、岩手県でピカイチ
のピアニストでございます。佐藤君は最高のウッドベーシ
ストです。今日は二人の競演を楽しんで頂ければと思いま
す。それでは、演奏の前に第 2 部宴会のスタートとして
谷村君に乾杯をお願いします。 
■乾杯 谷村 繁 君 

 
 
 
 
 

 
■「北田了一氏（ﾋﾟｱﾉ）/ 佐藤弘基氏(ﾍﾞｰｽ)」オンステージ 
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★菊の会合同夜例会の様子 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

花巻ロータリークラブ 週報 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520  

国際ロータリー第 2520地区 

2017-2018 年度 会長：立花 徳久  会長エレクト：三田 望  幹事：阿部 一郎 
例会日：毎週火曜日 12:30~13:30  会場：ホテル花城 0198-22-2333 
事務局：〒025-0075   岩手県花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内 0198-41-1133 
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp  URL  http//www.hanamaki-rc.com 
  

◆幹事報告 

 
◆第 3086（3/20）菊の会合同 音楽夜例会の概要 
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2017-2018 年度 RI テーマ 

◆例会プログラム 

皆さんと楽しいひと時を過ご
せることを期待して、乾杯のご
唱和をお願いします。～乾杯～ 
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■ニコニコ Box 
 
 
 
★3 月 15 日(木）、橋川君の幹事で市内ﾋﾞｽﾄﾛ・ﾙ・ｷｬﾊﾞﾚｰに
おきまして、横田裕之君の送別会が開催されました。参加し
て頂きました 8 名の皆様、ありがとうございました。参加で
きなかった方々のメッセージもお伝えし、花巻での思い出話
や新任地「稚内」の話と終始和やかな雰囲気で横田君との最
後の一時を楽しみました。ご活躍を期待しています！ 
                                                               
                                                
            

 
 
 
 
 
 
                   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                        

■ニコニコ Box 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
31 人中 14 人出席  
出席率 57.6％ 前回修正 73.0％ 
 
◇メーキャップ  
3/15(木)横田裕之君 送別会 
立花徳久君、鹿討康弘君、阿部一郎君、滝田吉郎君、 
吉田和洋君、橋川秀治君、谷村仁君、藤田勝敏君 
    

 
＜立花 徳久 君＞今日は私の希望して
いた音楽例会が最高の演奏で実現しまし
た。皆様に感謝の一言です。そしてあと
3 カ月がんばります。カーラ誕生日おめ
でとう。 

＜阿部 一郎 君＞カーラ誕生日おめでとう。17 歳ですね。
残り少ない岩手の生活充分楽しんで下さい。今日は若葉小学
校の卒業式に出席してきました。109 名の卒業生が巣立って
いきました。ぬくまる食堂プレオープンおめでとうございま
す。鹿討さんをはじめ関わっていただいたメンバーご苦労様
でした。 
＜鹿討 康弘 君＞本日、花巻ＲＣ主催、社協さんの御協
力のもと『ぬくまる食堂』のプレオープン初回をむかえ
ることが出来ました。沢山の果物を御寄附して下さった
花果の笹木社長ありがとうございました。当日お手伝い
頂いたロータリアンの皆様ありがとうございました。チ
ーム花巻ロータリーのパワーを感じました。残り 2 日間
頑張ります。 
＜稲田 典之 君＞素敵な“ジャズの夕べ〝を堪能させて
いただきました。今宵もありがとう！！ 
＜戸来 昭浩 君＞今日、私どもの理事会が何とか終わり
ました。北田さん、佐藤さんの競演を聞いて緊張感が一
気にほぐれ、リラックスできました。本日の演奏のよう
に、しなやかにガンバッテ行きます。素晴しい演奏あり
がとうございました。 
＜上田 穣 君＞とても楽しい例会でした。「ぬくまる」がん
ばりましょう！立花会長、とてもよかったよ！ 
＜谷村  繁  君＞北田了一さん、佐藤弘基さん、
SUNSET77STRIP をありがとうございました。又、お会い
致しましょう。例会のグレードがあがりましたね、立花会長。
音楽夜例会、浅沼委員長、又よろしくお願いします。 
＜谷村 仁 君＞今日はぬくまる食堂のプレオープンおめ
でとうございます。開店までの準備では鹿討さん大変ご苦労
様でした。今後もお手伝いに伺いますので、よろしくお願い
します。音楽例会は初めてなのですが、流石にすごいですね。
楽しませていただき、ありがとうございます。 
＜藤田 勝敏 君＞ぬくまる食堂へ参加の皆様、ご苦労様で
した。鹿討さんのマスコミへの神対応、最高でした。谷村さ
んのマジックバルーン、料金頂けますね！音楽夜例会、北田
さん、佐藤さん、ありがとうございました。東京勤務時、ブ
ルーノート東京へ通っていた時代を思い出しました！ 
 
 
 
 
4/3 (火)  慶祝 米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 

「短期青少年留学オクラホマ報告」担当 佐々木 史和 君 

4/10(火) 会員卓話           担当 浅沼 幸二 君 

4/17(火) ゲストスピーチ     担当 佐々木 史昭 君 
     スターブリッジ岩手社長 茂庭 裕之 君 
4/24(火) 菊の会合同観桜会 場所未定 

 
クラブ会報委員会 
委員長:藤田 勝敏 (今回担当) 副委員長 横田 裕之 

AD:橋川 秀治  鹿討 康弘 

◆出席報告  

 

 

■ニコニコ Box 

 

◆今後のプログラム 

 

 

 

 
◆横田裕之君の送別会 

 

 

  

 

 

カーラ、17 歳の
誕生日です！ 

幹事、ご苦労様です 

乾杯～！ 

今年は皆で稚内へ行こう！
いいお店探しといて♪ 

横田君から会長へ献杯！ 

吉田前会長から、花巻ゆか
りの記念品贈呈～。 

横田君から、お別れの挨拶！ 滝田君の挨拶で締めました。 

盛り上がってますよ♪ 

 
◆3 月 20 日 ぬくまる食堂プレオープン 


