
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月 RI 月間テーマ「新役員就任」 
第 3100 回例会      2018 年 7 月 3 日 

 
 

                                                              
 

 
 
 
・宮古 RC 創立 60 周年記念式典の御礼  ［宮古 RC 会長 寺崎 勉］ 

・遠野 RC 創立 60 周年記念式典の御礼  ［遠野 RC 会長 及川 増徳］ 

・気仙沼南 RC 創立 50 周年記念式典 ［気仙沼南 RC 会長 成田 徳雄］ 

 

 
7/10(火) 3101 回 田鎖ガバナー補佐公式訪問 
7/17(火) 3102 回 クラブ協議会 『事業報告・決算』 
               『各委員会委員長抱負』 
7/24(火) 3103 回 ３RC 合同 田中ガバナー公式訪問例会 
        会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻  担当：花巻 RC 
7/30(火)  ～休 会～ 

※7/24 例会は移動例会となりますので会場が変わります 
 

 
■四つのテスト         戸来 昭浩 君 
■会長の時間          立花 徳久 君 

□概要 
 こんばんは。今年度最終例会の時間がと
うとう来ました。今年度は自分の希望どお
りに活動させて頂きましたが、阿部幹事に
は最後までフォローしてもらいました。感
謝しております。私としては最後まで頑張
って会長職を全うしたと思っております。 

 最初の宣言どおり、昨年 10 月に橋川君の故郷である長崎
県壱岐に行ってまいりました。壱岐では橋川君のお父様に御
逢いし、自然を敬う気持ち、謙虚さを学び、クエを振舞って
頂きました。大変美味しい高級魚を堪能してきました。 
 また、音楽例会を 2 回、開催させて頂きました。1 回目は 
菊池巌先輩による「トランペットの夕べ」2 回目は北田さ 
んと佐藤さんによる「ピアノとベースの競演」を開催させて 

 
頂きました。どちらも、本当に素晴らしい演奏会で、私の思
いは全てかないました。 

3 月には鹿討副会長が中心となり進めて頂いた『ぬくまる
食堂』がスタートしました。子供達と接することで、いろい
ろと気づかされる事が多々ありました。ぬくまる食堂では谷
村君のバルーンアートの技に驚かされ、楽しそうに遊んでい
る子供達の姿を見て幸せな気分となりました。 
今日の最終例会には多くの皆様に参加頂いておりますが、

1 年間、皆様に支えながら何とか運営することが出来ました。
皆様の御蔭です。本当にありがとうございました。 
■ゲスト紹介 

  
 
 
         
 
 

盛岡滝ノ沢ＲＣ会長 山口 淑子君 盛岡滝ノ沢ＲＣ 田村 武君 

（2014-15 パストガバナー）   （2018-19 年度会長）                                                       

■新旧会長バッチ交換 
 

 

 

 

 

 

立花会長から三田新会長の代理:鹿討副会長へ 

■新会長・新幹事挨拶 
   

 

 

 

 

 

代理の鹿討副会長が挨拶    阿部幹事が新旧の挨拶      

■菊の会新旧会長挨拶 
    
 
 
 
 

 
立花会長の挨拶     阿部新会長の挨拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪菊の会の皆様、滝ノ沢 RC山口君、田村君を囲んで記念撮影≫  

 
◆第 3099 回（6/26）最終例会の概要 

◆幹事報告           幹 事 

◆例会プログラム《年度初め》  進行：会場監督 

□開会点鐘              三田会長 
□国歌斉唱       
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト・・・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 

□ゲスト紹介             幹事 
□本日のプログラム、メニュー     親睦委員会 
□『 新年度に乾杯 』           
□新会員 入会式 バッジ・グッズ一式 贈呈 
 高橋 利美君 
□会長の時間                三田会長 
□慶 祝                
□クラブ協議会          担当：三田会長 

新年度抱負【会長/幹事/大委員長/理事者/副幹事】 
□米山奨学金贈呈 
□幹事報告および委員会報告      幹事 
□出席報告              出席委員会 
□ニコニコボックス     ニコニコ・ボックス委員会 

□閉会点鐘              三田会長 
  

◆今後のプログラム       プログラム委員会 

2018-2019年度

会長：三田 望 幹事：阿部一郎

会長エレクト：鹿討康弘

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
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＜各種年間表彰＞～一部省略～ 
                    
              
 
 
 
 
                    
        
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

 
  
 
30 人中 16 人出席          
出席率  65.2％ 
前回修正 73.9％ 

◇メーキャップ（全てぬくまる食堂）   

3/20(火) 立花徳久君他 6 名（うち夫人 2 名） 

3/22(木) 立花徳久君他 6 名（うち夫人 1 名） 

3/23(金) 立花徳久君他 7 名（うち夫人 1 名） 

5/8(火)  阿部一郎君他 3 名 

5/22(火) 立花徳久君他 4 名 
6/12(火) 鹿討康弘君他 3 名（うち夫人 1 名） 

6/26(火) 鹿討康弘君他 2 名 

 

 

＜盛岡滝ノ沢ＲＣ 山口 淑子 君＞末っ子クラブ盛岡滝ノ沢 RC
の今年度会長を務めあげました。2 年連続、クラブ建て直しのため

にがんばりましたが…。年度初めに花巻クラブの方々が励ましにメ
ーキャップしてくださってありがとうございました。落ち込んでい
た私も元気になりました。お礼が遅くなり最終例会になってしまい
ました。またオクラホマからの高校生のことについては、佐々木様
にお世話になりました。我がクラブみんな元気をもらいました。本
当にありがとうございました。 
＜盛岡滝ノ沢ＲＣ 田村 武 君＞花巻ロータリークラブ様にメ
ーキャップ出来ました事に感謝致します。来月より盛岡滝ノ沢ロー
タリークラブの会長を山口現会長から引継ぎ皆様と又活動出来る
事を喜びとしてニコニコ致します。 
＜立花 徳久 君＞いよいよ本当に最後の例会になりました。嬉しい
ような、名残惜しいような。でも、楽しい気持ちでいっぱいです。
好きなようにさせていただき、皆様に感謝しております。ありがと
うございました。 
＜阿部 一郎 君＞立花年度も本日で最終となりました。メンバーの
皆様、そして何より立花会長ほんとうにご苦労様でした。本日は盛
岡滝ノ沢ＲＣより、田村次期会長、山口 PG、ようこそ花巻に。大
歓迎いたします。一年間つたない幹事を盛り上げていただきありが
とうございました。 
＜鹿討 康弘 君＞山口 PG、田村次期会長ようこそ花巻ＲＣ最終例
会へ。そして、佐々木副会頭誕生おめでとうございます。本日は『ぬ
くまる食堂』の営業日です。来年も継続して営業していきます。来
年もニコニコＢＯＸのご寄付をよろしくお願い申し上げます。今日
の最終日を一番喜んでいるのは立花会長よりも藤田くんだと思い
ます。一年間、会報お疲れ様でした。 
＜吉田 和洋 君＞立花会長、最終例会おめでとうございます。6
月末まではよろしくお願いします。盛岡滝ノ沢 RC 山口 PG、田村
次期会長のお越しを大歓迎いたします。 
＜滝田 吉郎 君＞立花会長一年間ご苦労様でした。今度甲子園にい
ったら、ゆっくりじっくり美味しい物をたくさん食べましょう。 
＜佐々木 史昭 君＞立花会長一年間大変お疲れ様でした。阿部幹事
との二人三脚のおかげで、楽しいロータリーを過ごさせていただき
ました。鹿討副会長、阿部新幹事には三田年度も楽しい一年を大い
に期待しております。 
＜髙橋 豊 君＞6 月 1 日から花巻商工会議所会頭に就任しました
が、副会頭に佐々木史昭君をお願いしました。皆様のご協力をお願
い致します。 
＜上田 穣 君＞山口 PG と田村元代表幹事のお二人は、本日はお礼
まいりだそうで、ようこそいらっしゃいました。大歓迎です。とこ
ろで立花会長におかれましては、尻上がりに会長職が板についてき
て、このまま終わるのはもったいないような気がします。2 年ほど
お休みして再度登場したらどう？ 
＜笹木 賢治 君＞立花会長、一年間ご苦労様でした。ようやく開
放され今の気持ちはいかがですか？三田新会長はロータリーのベ
テランですが、少しは私どものレベルに合わせてのお話しをよろし
くお願いします。 
＜稲田 典之 君＞立花会長あっという間の一年間お疲れ様でした。
折角ですから、連投いかがですか？ 
＜戸来 昭浩 君＞立花会長、一年間お疲れ様でした。2 回の音楽
例会最高でした。私の唯一の仕事、決算書作成は阿部幹事のご指導
を受けてスピーディーに作成したいと思います。三田新会長、阿部
幹事、一年間よろしくお願いします。 
＜谷村 仁 君＞立花会長、一年間大変ご苦労様でした。会長の年
度に加入させていただきありがとうございました。三田年度も頑張
って参りますので、よろしくお願いします。 
＜藤田 勝敏 君＞立花会長、一年間お疲れ様でした。佐々木さん
副会頭就任おめでとうございます。会報委員、皆様のご協力で一年
間乗り切ることができました。これから思う存分ゴルフが出来ます。
本当にありがとうございました。 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 

◆出席報告             出席委員会 

 

 

 

■ニコニコ・ボックス   ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆第 2 部:懇親会 

 

  

 

 

◆クラブ会報委員会◆

委員長:吉田 和洋 　副委員長　藤田 勝敏

  AD1:鹿討 康弘 　AD2:橋川 秀治

 

◆クラブ会報委員会◆

委員長:吉田 和洋 　副委員長　藤田 勝敏

  AD1:鹿討 康弘 　AD2:橋川 秀治

 

◆クラブ会報委員会◆

委員長:吉田 和洋 　副委員長　藤田 勝敏

  AD1:鹿討 康弘 　AD2:橋川 秀治

 

◆クラブ会報委員会◆

委員長:吉田 和洋 　副委員長　藤田 勝敏

  AD1:鹿討 康弘 　AD2:橋川 秀治

 


