
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月 RI 月間テーマ「新役員就任」 
第 3101回例会      2018年 7月 10日 
≪田鎖ガバナー補佐公式訪問例会≫ホテル花城 

 
 

                                                       
 

 
・2018-19 年度地区資金(前期)送金のお願い  

RI 第 2520 地区代表幹事 吉江信博様 

・第 25 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 藤沼弘文様 

・2018 年度普通寄付金のお願い 
(公財)ロータリー米山記念奨学会様 

 
 
 
7/17(火) 3102 回 クラブ協議会 『各委員長抱負』 

『事業報告・決算・予算』 
7/24(火)  11:30～12：20 ３RC 合同事前会長・幹事会 

3103 回 ３RC 合同 田中ガバナー公式訪問例会 
        会場：ホテル花城   担当：花巻 RC 
7/31(火)  ～休 会～ 
8/ 7 (火)  3104 回 慶祝・米山奨学生奨学金交付 

※公式訪問例会へのご出席をお願いいたします。 
 
 
 

 
■会長の時間【1】            

三田 望 君 
□概要 

4 時に目が覚めてサッカー観戦したら、すぐに点を取って、

また取って、最後は負けてしまい残念だが、組織として力を

合わせ、連携して助け合う姿はロータリー活動に似ています。

ロータリーの楽しさ、素晴らしさを感じるような 1 年にし

たいと思います。 

この冬、鹿討さん、阿部さん、橋川さんと RLI に行って、 

 

新しいロータリーの楽しさを発見出来ました。30 年いてロ

ータリーを分かったつもりでいたが、RLI で岩手・宮城の各 

クラブの方々と互いにロータリーについて語り合う中で、他

のクラブの活動を知ることが出来、クラブごとの事情や抱え

る課題も様々であることを知る貴重な機会となりました。 

こういう場に是非皆さんも参加して欲しいと思っています。 
 
■米山奨学金贈呈  
奨学生 コウ・シヘイさん 
目下、来春の就職に向けて 
仙台・東京と就職活動中との 
ことです。 
頑張ってください。 
 

■新会員認証式 ２名入会 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

                 
 

新年度 
『 ロースト・ポーク』  コカ・コーラで乾杯 

 

 

 

ﾃﾞｻﾞｰﾄ付                                                       

 
 
         
 

 
 
 
 
□花巻ロータリークラブ会長抱負  三田 望君  
今年度 会長を仰せつかりました。平成 10 年来 2 度目と
なります。今年度 RI 会長ハリー・ラシーン会長のテーマ
は『インスピレーションになろう』です。メッセージ中で、 
・真の変化を生み出す奉仕をもっと実現するため、ロータリ
ーでの自分の役割・世界におけるロータリーの役割を違う
角度でとらえること 

・ロータリー年度や任期を超えた活動への取り組みの必要性 
花巻ロータリークラブ 65 年という節目を迎え、活動原点
の親睦と奉仕を基点に、会員のパワーを結集して持続可能
な社会を目指す活動を推進します。 
周りの人に喜んでもらえる奉仕活動を通して、“入ってよ

 
◆第 3100回 

7月 3 日 例会の概要 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆クラブ協議会  
【新年度抱負発表】 

会長・幹事・会計・エレクト・ 

副会長・大委員長・会計・副幹事他 

  

 

 

■11：30～12：20 公式訪問事前委員会 

■12：30～13：30 公式訪問例会 

□開会点鐘              三田会長 

□ロータリーソング斉唱 

□本日のゲスト・ビジター紹介     幹 事 

□本日のプログラム・メニュー紹介   親睦委員会 

□会長の時間【2】           三田会長 

□RI 第 2520 地区第 2 分区ガバナー補佐のお話し  

田鎖ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐(北上和賀 RC) 

□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          BOX 委員会 

□閉会点鐘              三田会長 

※終了後 G 補佐を囲んで記念撮影 

◆今後のプログラム      プログラム委員会 

◆例会メニュー 
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かった”“楽しい”知り合いも誘いたい“というロータリー
クラブ運営を目指します。各委員長と共に進めますが、 
 １、出席率の向上(20 名以上)と他クラブメーキャップ推進。 
 ２、日帰り移動例会の提案。 
 ３、平塚 RC や HSVRC との交流促進。 
 ４、会員純増 5 名と女性会員 2 名を増強し R 賞へ挑戦 
 ５、年度 3 回以上のﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞと RLI への参加 
 ６、仕事を通じ社会貢献をしている方の卓話 

ロータリアンによる高校生対象の職業講和 
７、『ぬくまる食堂』活動による社会奉仕の輪 
８、長期・短期留学生受入れによる国際奉仕 
９、ロータリー財団への寄付(人＄100/年)PHF2 名誕生。 
⒑、米山奨学生のサポートと米山功労賞者の誕生。 
⒒、花巻ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟ小学生親善ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会の継続 
  インターアクトクラブ設立の芽を期待 
以上を念頭に、会員の皆様のご協力を、改めてお願いい
たします。 
 

≪抱負発表理事者≫ご協力よろしくお願いします！ 
幹 事：阿部一郎君 
・会長をサポートし、楽しくスムーズな会務運営 
会長エレクト/副会長：鹿討康弘君 
・会長をサポートしクラブ奉仕の推進等 
・会員拡大の推進・参加率の向上 
会場監督：吉田和洋君 
・例会等の楽しくスムーズな運営 
職業奉仕大委員長：上田 穣君 
・先進企業訪問等 
・高校生への職業講和等の実施 
社会奉仕大委員長/副幹事：橋川秀治君 
・副幹事として会務運営の勉強。 
・花巻 RC ｶｯﾌﾟ小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会の継続。 
・ぬくまる食堂他社会貢献活動 
国際奉仕大委員長：佐々木史昭君 
・長期・短期交換留学生の派遣と支援等 
・HSVRC・ASMSA との交流支援等 
青少年奉仕大委員長：滝田吉郎君 
・花巻 RC 奨学生制度の継続 
・花巻北高校と ASMSA 交流支援等 
直前会長/R 情報：立花徳久君 
・新会員への R 情報等の提供による理解推進 
□次回 会計：戸来昭浩君 

※活動内容については、活動計画書に記載となります。 
 
☆☆☆7 月慶祝 おめでとうございます！☆☆☆ 
ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝは月初例会にて記念品・証書等お渡し済みの方です。 

□会員誕生・・伊藤誠一郎君・菊池倫実君 

□夫人誕生・・佐藤敦子さん(良介君)・吉田優子さん(和洋君) 
        菊池早衣子さん(倫実君)・前田圭枝さん(毅君) 
□結婚記念・・(ｹｰｷ)菊池倫実君/早衣子さん 
□在籍表彰・・三田望君(32)高橋豊君(30)佐藤良介君(21) 

笹木賢治君(20)谷村繁君(19)稲田典之君(19) 
       阿部一郎君(5)谷村仁君(1)佐藤誠吾君(4) 

戸来昭浩君(3) 
□ポールハリスフェロー：佐藤良介君 

 
  
 
 
32 人中 16 人出席          
出席率  59.2％ 
前回修正 62.9％ 

報告者：谷村委員長 

◇メーキャップ   

6/26 ぬくまる食堂 鹿討康弘君/谷村仁君/橋川秀治君 

6/28 カーラ送別会 ｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

≪ 会員≫ 立花徳久君/佐々木史昭君/滝田吉郎君/阿部一郎君/橋川秀治君 

谷村仁君/吉田和洋君 

他参加者≪ 奥様≫ 立花様/佐々木(啓)様/滝田様/吉田様≪ お子様≫ 吉田様 

    
 
＜三田 望君＞改めて今年度よろしくお引回しの程よろし
くお願いいたします。とにかく皆様で顔を合わせて賑やかに
いきたいと思います。記念すべき初回の例会にて高橋君、川
口君の新入会員をお迎えすることができました。共にロータ
リーを楽しみましょう。 
＜佐藤良介君＞三田望丸の新たな船出を心からお慶び申し
上げます。今年度は三田会長のもと花巻 RC 奨学生委員長を
務めますので宜しくお願い致します。入会２０年目でやっと
ポールハリスフェローになりました。年バッジ、妻の誕生祝
いありがとうございます。 
＜立花徳久君＞三田会長年度始まりました。これからお体を
大事に頑張ってください。 
＜鹿討 康弘 君＞高橋利美さん、川口悟さんご入会おめでと
うございます。ワールドカップ敗退は残念でしたが、三田年
度の船出に２名の新入会員が決まり、幸先が良い出発となり
ました。土曜日は花巻温泉での歳祝いで久しぶりに花巻中学
校時代の同級生に会いました。中には『先生？』と思えるよ
うな老けた方もいましたが、みんなそれぞれ『自分が一番若
い』と思っていたのでしょう。 
＜阿部一郎君＞新年度が始まります。昨年に引き続き宜しく
お願い致します。高橋利美さん、川口悟さん入会ありがとう
ございます。ロータリー活動を楽しんで下さい。シヘイさん
は先週末は東京、明日は仙台と就職活動頑張ってください。
年バッジありがとうございました。５年目です。今後も頑張
っていきたいと思います。 
＜浅沼幸二君＞最終例会にて 100％出席のスイカ!！ 
ありがとうございました。 
本日より三田年度!！１年間頑張りましょう。 
＜上田 穣君＞幹事が２年目の阿部一郎君でも、会長が２０
年ぶりの三田望君でも、やっぱり年度初めの例会は身が引き
締まる思いがします。フレッシュなメンバー 高橋利美君と
川口悟君ようこそ花巻 RC へ。大歓迎です。みんなでもりあ
げていきましょう。 
＜佐々木史昭君＞新年度三田丸の出港を心からお祝い申し
上げます。楽しく会員拡大につなげる一年となりますように、
私も努めて参りたいと思います。立花直前会長、阿部幹事一
年間大変お疲れ様でした。 
＜笹木賢治君＞年バッジありがとうございます。早いもので
花巻 RC へ入会して 20 年になりました。今後ともよろしく
お願いいたします。 
＜吉田和洋君＞大緊張の会場監督生活スタートです。三田年
度会報委員長も兼務です。皆様のご協力よろしくお願いしま
す。高橋利美君、川口悟君の入会大歓迎です。 
妻への誕生祝ありがとうございます。 
＜谷村 仁君＞入会から一年が過ぎました。この一年は皆様
からのご支援をいただき楽しく過ごすことができました。改
めて感謝申し上げます。７月から鮎釣りが解禁となり、釣２
か月間を熱く鮎釣りに集中したいと思っています。 
＜橋川秀治君＞新入会の高橋さん、川口さん花巻 RC 入会お
めでとうございます。是非ロータリークラブの種々イベント
に一緒に参加してロータリーの凄さと楽しさを感じていた
だければ幸いです。コウ・シヘイさん就職活動頑張ってくだ
さい。三田会長この一年楽しみにしております。 
☆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・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

 

編集制作 
【クラブ会報委員会】 
委員長：吉田和洋 

副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

  

ご入会おめでとうございます 


