
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月 RI 月間テーマ「新役員就任」 
第 3102回例会      2018年 7月 17日 

≪クラブ協議会≫  
 

 
                                                   

 
 
◆退任のご挨拶・就任のご挨拶    花巻商工会議所様 
◆7/23 第 2 回ホットスプリングス市・花巻市姉妹都 
提携 25 周年記念事業実行委員会   会長 上田東一様 

◆青少年交換 PG 派遣(長期/短期)の募集について 
ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様 

◆10/27(土)利府 RC 創立 30 周年式典・祝賀会ご案内 
利府 RC 会長 菅野逸郎様 

◆西日本豪雨被害による義援金のお願い ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様 
◆第 17 回 RC 全国囲碁大会ご案内   

RI2580地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様 
◆ハイライトよねやま Vol.220  (公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学会様 
 
 
 
 
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 
7/30(火)  ～休 会～ 

8 月 RI 月間テーマ『会員増強・新クラブ結成推進』 
8/7 (火) 3104 回 理事会・慶祝・米山奨学金交付他 
        R 財団セミナー報告 
8/14(火) ～お盆休会～ 
8/21(火)３RC 長期交換留学生壮行会・菊の会合同夜例会 
     会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 金剛西 18 時開会 

※公式訪問例会へのご出席をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【出席者】 
田鎖ガバナー補佐 
三田会長・阿部幹事 
立花直前会長 
谷村(仁)出席委員長 
藤田親睦委員長 
稲田ボックス委員長 
吉田会場監督 
橋川社会奉仕大委員長 
佐々木国際奉仕大委員長・伊藤(隆)米山奨学会委員長 
佐藤(良)花巻 RC 奨学生委員長 
 
立花直前会長より昨年度の活動報告と三田会長より今年度の 
抱負、出席委員長より活動計画の発表を致しました。 
 

■会長の時間【2】                
三田 望 君 

田鎖ガバナー補佐をお迎えし、例会前に大委員長も出席し、
昨年度の活動概要と今年度の活動方針・抱負について発表
をし、ご報告をさせていただきました。今年度最初であり
クラブにとっても大切な行事の一つが公式訪問です。各委
員会の活動もこれからとなります。再来週は田中ガバナー
の公式訪問ですが、３RC 合同であり事前会議も各 RC 会
長・幹事での対応となりますので、クラブ個別としては本
日がクラブの様子をご覧いただく素晴らしい機会と思い
ます。ロータリー経験の豊富なガバナー補佐より是非、お
話しやアドバイスをいただければと思います。 
今後のご活躍をご期待し会長の時間といたします。 
本日は公式訪問ありがとうございました。 
 

 

 

『 間八カマ塩焼き』 

                                                                    

 

         
 

【講評】 
北上和賀 RC 所属です 

三田会長・阿部幹事に 
おかれましては年度初 
めにも関わらず、公式 
訪問対応に感謝します。 
フランスから長期交換 
留学生をお受けになると 
お聞きし、私が以前国際 
メーキャップしたフラン 
スの RC バナーを持って 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆田鎖ガバナー補佐 
公式訪問 

  

 

 

□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【3】           三田会長 

□クラブ協議会         進行：三田会長 

    ・事業報告・決算/事業計画・予算 

    ・各委員会委員長抱負 

□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 
 

◆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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◆田鎖ガバナー補佐 
公式訪問事前委員会 

 

 

 

◆3101 回 例会の概要 

 

 

 

フランスの RC ﾊﾞﾅｰ 

 

 

 



きました。 
さて、花巻クラブさんは全体的に RC の本質を湛え密

度の濃い活動をされているのがお見受けできます。 
各委員会が直接プログラムに関わる活動になっており

好感がもてました。結果相互に活動への意欲を与え RC
の意義を理解している素晴らしいクラブと思います。 
・会員増強について、対象者へのアプローチとしてのゲ
ストスピーチ講師依頼や会員外企業への職場訪問を活
用も方策です。 

・花巻 RC 奨学金制度は素晴らしい活動です。 
・IAC は学校の理解と担当教員の情熱が不可欠で根気の
いる交渉となります。 

・ぬくまる食堂・わたぼうし・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙなどの活動支援
がクラブ運営の柱となっており強さを感じます。地元の
巻込みもでき、地域に誇れる活動と思います。 
・国際奉仕・青少年奉仕もしっかりとしています。 
ロータリーの循環が確固としてあるクラブは、伝統を

つくり長く慕われます。是非今後も自信をもって活動に
励んでいただければと思います。今後、RC セントラル活
用理解や、RLI の IM での活用等検討して参ります。 
ありがとうございました。 

 
 
 
32 人中 16 人出席          
 

出席率  59.2％ 
前回修正 70.3％ 

メーキャップ 
【ぬくまる食堂】 
鹿討君・橋川君 
谷村(仁)君 
谷村(繁)君（Qoo 差入） 

 
  
 
＜田鎖ガバナー補佐＞宜しくお願い致します。 
＜稲田典之君＞BOX 委員長、入会依頼初デビューです。 
＜佐々木史昭君＞田鎖ガバナー補佐、第 1 回目に花巻 RC を 
お選びいただきありがとうございます。 

＜藤田勝敏君＞今年一年親睦委員長として頑張ります。 
＜阿部一郎君＞田鎖ガバナー補佐訪問ありがとうございま
す。体調に留意され頑張ってください。 

＜吉田和洋君＞8日朝 6時に家族で新花巻駅へカーラの帰国
の見送りに行ってきました。 

＜三田 望君＞田鎖ガバナー補佐の公式訪問を大歓迎いた 
します。ありがとうございました。 

 

※一部文面を要約させていただいております。ご了承下さい。 

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 

       

           

田鎖ガバナー補佐 

を囲んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内とお願い 
佐々木史昭国際奉仕大委員長より 

 
10 月 4 日～10 日に催行(主催：花巻市) 

花巻市/ホットスプリング市姉妹都市 25 周年および花巻
RC/ホットスプリング VRC 姉妹クラブ 5 周年行事へのご
参加をお願い致します。 
その際花巻 RC より 5 周年記念として、ASMSA 校へ

＄1000 程度の交流支援金を相互寄贈とすることで調整
しております。HSVRC からは 9 月に花巻北高校へ同様に
＄1000 程度が寄贈される予定です。 
 
 旅行代金：240,000 円（2 人部屋） 
      諸税・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・ESTA 取得費用別途 

       シングルユース費用別途 

催行委託会社：日本旅行東北盛岡店 

 

詳細は 市作成の募集パンフレットをご参照下さい。 

パンフレットは事務局にございます。 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

【ぬくまる食堂】OPEN 
 

 

  
 
7/10 ﾒﾆｭｰ 冷麺(ﾔﾏﾄ提供) 
 
 
 

 
 
 

 

◆出席報告 出席委員会 

 

 

 

 

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 

 

 

☆田鎖ガバナー補佐（北上和賀 RC）公式訪問 

ありがとうございました。☆ 

この度の西日本豪雨災害で被災さ

れた皆様へお悔みとお見舞いを申し

上げます。 

花巻ロータリークラブ会員一同 

 


