
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月 RI 「新役員就任」 

第 3103回例会      2018年 7月 24日 
≪３RC 合同田中ガバナー公式訪問例会≫  

 
 

                                                                                             
 

 
・『ロータリーの友』情報提供のお願い 

ロータリーの友地区代表委員月信編集委員長勝部民男様 

・【盛岡いのちの電話広報 116 号】および【事業要覧】等 
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澤弘幸様 

・クラブ運営及び活動報告・計画書送付のお知らせ 
花巻北 RC 様 

・8/26(日)2018-19 年度青少年交換(長期)来日生 
ホストファミリー引き渡し式のご案内 

RI 第 2520 地区国際奉仕委員長佐々木博様 

 

 

 

7/26(木)地区長期交換留学生【鈴木葵奈
あ い な

さん】帰国報告会 

主催：花巻南 RC 会場：ﾎﾃﾙ花城 18:30 会費：5000 円 

7/30(火)  ～休 会～ 

8/7 (火) 3104 回例会 理事会・慶祝・地区財団ｾﾐﾅｰ報告 

8/14(火) ～お盆休会～ 

 

8/21(火)3105 回例会地区長期交換留学生 

【小田島碧海
ま り ん

さん】壮行会 

３RC・菊の会合同夜例会 会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花 

※長期交換留学生壮行会へのご出席をお願いいたします 
 

 
■会長の時間 

三田 望 君 
□概要 
高校野球岩手県大会の熱戦が繰り広げられております。 

花巻北高校も健闘しましたが惜しくも 3 回戦で敗退とな
りましたが、東高校は勝ち進んでおります。頑張って欲し
いものです。 
連日の TV 報道で西日本一帯の広範囲での被害の大雨

による被害の甚大さに驚いております。被害の大きさが
信じられない状況です。私の記憶にはありませんが、花
巻も過去には台風(ｶｻﾘﾝ・ｱｲｵﾝ)による大雨で S21 年ころ
北上川堤防が決壊し会社前が水浸しとなったようです。
西日本豪雨では大雨で低いところもあったとは思います
が、なんでこんなにも多くの方がお亡くなりになったの
かと思いました。過去にもあったという事が検証で分か
ったようですが、人間は自分に不都合な情報を排除する
傾向や、沢山人がいる場合他社の考えに同調する傾向が
あるようです。いつ何時この地域でも起こりうると想定
し、今回の出来事も他山の石とせずに、“逃げるときは逃
げる！”ことが肝心かなと思いました。 
ガバナー事務所よりこの件について義援金のお願いが

きておりました。まとめてお贈りしたいと思いますので、
皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

ホテル花城     ﾃﾞｻﾞｰﾄ付 

 

『サーモンのムニエル』                                                                    

 

         
 

 
 
 
□概要 
☆前年度活動報告・・立花直前会長 
第 64 代会長を無事務めさせて頂く事ができました。壱岐訪
問例会や音楽夜例会も実施。青少年奉仕では、鹿討君のご尽
力で“ぬくまる食堂”を通じて社会貢献ができました。米山奨
学生のコウ・シヘイさん(台湾)を迎え、長期交換では佐々木
(史)君のご尽力で、花巻南 RC を中心に 3 クラブでテキサス
からカーラ・リリーさんを受入し楽しくお世話・交流ができ
ました。阿部幹事他会員の皆様、菊の会様に感謝いたします。
ありがとうございました。 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム   進行：花巻 RC会場監督 S.A.A 

◆クラブ協議会 

☆前年度事業報告・決算 

★今年度事業計画・予算 

★今年度委員会活動抱負 

 

 

ホテル玄関にて、田中ガバナーをお出迎え 

11:30~12:20 ３RC 合同会長・幹事会 ３階 

12:30~13:30  公式訪問例会        ２階 

□開会点鐘            花巻 RC三田会長 

□国歌斉唱          

□ロータリーソング斉唱 ｿﾝｸﾞﾞﾘｰﾀﾞｰ花巻 RC橋川秀治君 

□四つのテスト         花巻 RC上田 穣君 
～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、みんなの為になるかどうか 

□ビジター・ゲスト紹介    花巻 RC鹿討会長ｴﾚｸﾄ 

RI 第 2520 地区 ガバナー  田中堯史
たなかたかふみ

君(盛岡 RC) 

  〃        代表幹事 吉江信博君(盛岡 RC) 

  〃 第 2 分区ガバナー補佐  田鎖幸二君(北上和賀 RC)  

□本日のプログラム/メニュー紹介 花巻 RC親睦委員会 

□会長の時間『歓迎のことば』    花巻 RC三田会長 

□出席報告    花巻南・花巻北・花巻 RC 出席委員長 

□幹事報告(代表報告)       花巻 RC阿部幹事 

□ガバナー講評   RI 第 2520 地区田中
た な か

堯史
た か ふ み

ｶﾞﾊﾞﾅｰ 
□記念品贈呈        代表 花巻 RC三田会長 

□ニコニコボックス紹介     各 RC BOX 委員会 

□閉会点鐘            花巻 RC 三田会長 

※記念集合写真撮影 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆例会メニュー 

 

 

  

 

 

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

URL  http//www.hanamaki-rc.com

2018-2019年度RIテーマ

国際ロータリー第2520地区 花巻ロータリークラブ

Rotary International District 2520
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◆第 3102 回 
7 月 17 日 例会の概要 

 



☆その他活動報告・各理事・委員長等の報告 
活動計画書に掲載になりますので割愛させていただきます。
ご了承下さい。 
☆決算報告・・阿部幹事 
前年度決算報告がなされ、承認されました。 
活動計画書に掲載になります。ご参照下さい。 
 
 
★今年度事業計画・・三田会長 
3100 回例会会報内容と重複 
しますので割愛させて頂きます。 
詳細は活動計画書に掲載となり 
ます。ご参照下さい。 
★今年度予算・委員会委員長抱負 
内容は活動計画書に掲載となりま 
すので、割愛させて頂きます。 
以上、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
32 人中 13 人出席          
 

出席率  48.1％ 
前回修正 55.5％ 

 
 
 
 
 
 

    
 

※一部文面を省略し掲載しております。ご了承下さい。 

＜阿部 一郎 君＞前回は補佐訪問、次回 24 日はガバナー公
式訪問です。多くの会員の参加をお願いします。 

＜鹿討 康弘 君＞会議で早退します。 
＜三田 望 君＞平塚 RC よりのお土産を下坂君にお届けしな
がら RC 談義を楽しみ、佐藤(誠)君からはお礼の電話を頂
きました。 

＜谷村 仁君＞今年度は出席と社会奉仕共委員長職です。 
宜しくお願い致します。 

＜佐々木 史昭 君＞ワールドカップサッカーはフランスの
勝利で幕を閉じました。パリの祝賀パレードの様子を次期来
日の交換留学生のセリーナが送ってくれました。 
 (^^) 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました 
 
 
 
7/22（日）学友会同窓会(米山記念奨学会) 江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 
7/28（土）地区財団セミナー      栗原市エポカ 21 
9/3～4 ガバナーエレクト研修セミナー (ＧＥＴＳ)東京 
9/5 2019－20 地区研修リーダーセミナー(ＤＴＬＳ)東京 
 
 

◆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 

 

◇メーキャップ◇ 

◆7/8 全国青少年交換委員会 

佐々木史昭君 

 

 

［理　事］

会長 三田　望 上田穣
会長エレクト 鹿討康弘 橋川秀治
副会長 鹿討康弘 佐々木史昭
幹事 阿部一郎 滝田吉郎
会計 戸来昭浩 立花徳久
会場監督 吉田和洋 橋川秀治

佐々木史昭
谷村　繁

分　類 委員会 委員長 副委員長

出　席 谷村　仁
戸来昭浩 小山田泰彦
菊池倫実 谷村　仁
下町壽男 高橋利美
川口　悟

ニコニコBOX 稲田典之
プログラム 吉田和洋 佐々木史昭
会場監督 吉田和洋 佐々木史昭
雑誌・広報 谷村　繁 小原紀彰
クラブ会報 吉田和洋 藤田勝敏 AD鹿討康弘 AD橋川秀治
友好クラブ 佐々木史昭 滝田吉郎

会員増強 鹿討康弘 戸来昭浩
会員選考 高橋　豊 高橋　健
ロータリー情報 立花徳久 菊池倫実

職業奉仕 伊藤誠一郎 前田　毅

社会奉仕 谷村　仁 佐藤誠吾
人間尊重 浅沼幸二 小山田泰彦

国際奉仕 下町壽男 谷村　繁
国際青少年計画 笹木賢治 稲田典之
ロータリー財団 下坂和臣 高橋典克
米山奨学会 伊藤隆規 安藤武彦

青少年奉仕 滝田吉郎 佐藤誠吾
花巻RC奨学生 佐藤良介 下町壽男

委 員 会 名 簿

　　　　役　員　会

花巻ロータリークラブ役員・委員会名簿
2018-19年度

【国際ロータリー第2520地区委員】
青少年交換(短期)小委員会　委員長

　　　　　地区監査委員会　会計監査委員

◎大委員長・・・滝田吉郎

◎大委員長・・・佐々木史昭

◎大委員長・・・橋川秀治

委　員

クラブ
奉仕

職業
奉仕

社会
奉仕

国際
奉仕

青少年
奉仕

◎会長エレクト　兼任・・・鹿討康弘

親　睦 藤田勝敏 橋川秀治

◎大委員長・・・上田　穣

◎大委員長・・・(副会委長)　鹿討康弘

職業奉仕大委員長
社会奉仕大委員長

青少年奉仕大委員長
国際奉仕大委員長報告

直前会長

副幹事

 

 

 

RI 第 2520 地区 エリア 

制作編集 
【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 

 

 

■2520地区行事 

 

祝花巻東高等学校 

県大会優勝 

甲子園出場 

おめでとう 

ございます！ 


