
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 月 RI 月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進」 
第 3104 回例会【月初め】  2018 年 8 月 7 日 

 
 

                                                               
 
◆暴力団追放広報誌『暴追いわて』の送付について 

花巻市防犯協会 会長花巻市長 上田東一様 
◆クラブ活動計画書送付について       北上ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様 
◆8月の RIレート 1㌦=112円 国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局様 
◆RI日本事務所 財団 NEWS 
 寄付・認証ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ手引き  国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局様 
◆ホットスプリングス市からの友人歓迎会のご案内 

(公財)花巻交流協会理事長佐々木史昭様 
◆夏季休業のお知らせ          ガバナー事務所様 
◆創立 50周年記念式典のお知らせ  

北上西 RC会長小林輝夫様 

 
 
 

8/14(火) ～お盆休会～ 

8/21(火)3105回 ﾛｰﾀﾘｰ長期交換留学生(小田島碧海
ま り ん

さん) 

壮行 ３RC・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  18時開会 
8/28(火)3106回ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 会員増強月間に因み 鹿討ｴﾚｸﾄ 
 
 
 
 
■田中尭史ガバナー■田鎖幸司第 2分区ガバナー補佐 
■伊藤智仁ガバナーノミニ―■荻野忠良君(盛岡 RC) 
【概 要】 
田鎖ガバナー補佐の進行により、田中ガバナー他地区役員 
をお迎えし、例会に先立ち花巻市内３RC会長・幹事が会 
し、各クラブの活動状況・活動計画・特徴的事業・課題等 
を報告しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
発表者 
花 巻ロータリークラブ 会長 三田  望君 
花巻南ロータリークラブ 会長 鎌田 定悦君 
花巻北ロータリークラブ 会長 佐藤 博茂君 
 
報告の後、田中ガバナーより講評と今年度の RI会長指針 
に基づく地区の活動について説明いただきました。 
三田会長より、当クラブの特徴的な活動である、花巻 RC 
奨学金制度や【ぬくまる食堂】キックオフの経緯を説明し 
各奉仕活動等の概要を報告しました。 
地域・地元での肌で感じられる青少年の育成等の社会奉仕 
活動等について、是非とも今後も進めてほしいと期待され 
ておりました。その活動をロータリー・デーとして PR・ 
実施してほしい旨のお話しもありました。 
 
他 花巻ロータリークラブの出席者は下記の通り。 
阿部幹事・立花直前会長・鹿討会長エレクト 
吉田会場監督・佐々木国際奉仕大委員長 
稲田ボックス委員長・橋川社会奉仕大委員長 
 

■  会長の時間 
【歓迎のことば】                

三田 望 君 
 
本日は暑い中、田中ガバナー 
・田鎖ガバナー補佐・伊藤 
ノミニ―・盛岡 RC萩野君に 
お越しいただき、３RC合同の 
公式訪問が開催できますこと 
誠にありがとうございます。 
先ほどは会長・幹事会に於いて 
ロータリーの原点に立ち返って 
考えてみては・・とのお話し 
を頂きました。それに関連して花巻ロータリークラブで昨
年度より実施しております『ぬくまる食堂』について少し
お話しをさせていただきたいと思います。一昨年の当クラ
ブ主管で開催した花巻での第２分区 IMに於いて、子ども
食堂を運営している NPOインクルいわての山屋理事長様
の基調講演を聞き、触発され徐々に活動をスタートしてお
ります。これに関連する記事が今年のロータリーの友９月
号に特集４ページで掲載になりますので是非ご覧いただ
きたいと思います。社会奉仕活動の輪が広がり、ロータリ
ーの活動について、理解が得られればと思っております。 
青少年交換留学事業についても、ガバナーのご指導もいた
だきながら、３クラブで連携しながら進めて参りたいと思 
っておりますので、何卒宜しくお願い致します。 
 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 
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◆3103 回 例会の概要 

３RC 合同公式訪問例会 

 

□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・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               三田会長 
□慶 祝 
□クラブ協議会 委員長抱負(7/10未発表の方) 幹 事               
□『ロータリー財団セミナー報告』     
□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 
※米山奨学金贈呈(コウ・シヘイさん)は 9月にて実施します。 
 

◆田中尭史ガバナーをお迎えしての 
3RC 合同 事前会長・幹事会の概要 

 

 

 

  



 

 

 

ﾎﾃﾙ花城 

『お刺身と豚の角煮』 
 

 
 

 
 

                                                                            
 

 
【講 和】（概要） 
いよいよ新年度を迎えました。 

今年度、2520地区のガバナーを 

拝命し、身に余る大役でございます 

が皆様と共に活動し、精進して参り 

ますので、何卒宜しくお願い申し上 

げます。 

RIバリー・ラシン会長のテーマ 

「インスピレーショになろう」の 

もと活動を開始してまいりますので 

よろしくお願いいたします。 

～ロータリーのビジョン声明～ 

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして

自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人

びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」。

私たちに与えられた責任は、可能な限り、効果的かつ効

率的に奉仕することによって、情報の透明性と説明責任

を重んじながら、そして、意義があり、持続可能な方法

で、できるだけ多くの人により良い変化をもたらしなが

ら、先人たちの活動の上に、将来のために更に堅固な土

台を築くことです。ロータリアンのすべてが最高の経験

ができるように、そしてロータリーが、今年度や次年度

だけでなく、ロータリーでの私たちの活動、ひいては私

たちの生涯を超えて成長し続け、世界に役立っていける

活動、それがリーダーとして私たちに託された仕事です。 

私が出席した国際協議会の入り口にさりげなく掲げら

れていたのは、次のものでした。いずれの標語もインス

ピレーションをかきたててくれるのではないでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOIN READERS 

EXCHANGE IDEAS 
TAKE ACTION 

★リーダーのネットワークへアイデアを広げる行動をする★ 

会員の皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上
げます 
ありがとうございました。 
 

【連 絡】ガバナー月信 7月号に田中ガバナーの所信が
掲載されております。是非ご覧ください 

 
 
 

32人中 16人出席          
 

出席率  59.2％ 
前回修正 62.9％ 
 

  
 
＜田中ガバナー＞これからもどうぞ宜しくお願いします。 
＜三田 望君＞公式訪問誠にありがとうございます。 
沢山のヒントを頂きました。 
活かして活動したいと思います。3 クラブの皆様、本
日はありがとうございました。 

＜稲田典之君＞田中ガバナーのご来訪に感謝して。 
＜滝田吉郎君＞花巻東高校第 100 回記念大会甲子園出場
おめでとう。諦めない逆転の花巻東。ロータリアンの皆
様ご支援応援宜しくお願い致します。 

＜伊藤隆規君＞田中ガバナー公式訪問を歓迎致します。 
花巻東３年ぶり甲子園出場、活躍を期待致しております 

＜阿部一郎君＞田中ガバナー公式訪問ご苦労様でした。
「ロータリーの原点を大切に考える」事が心に残りまし
た。 

＜上田 穣君＞いよいよ始まりました田中ガバナー年度。 
同業者として大活躍を期待しておりますが、ムリをな
さらずお得意のマイペースを崩さず田中さんらしく 
ひょうひょうと頑張って欲しいと思っております。 

＜佐々木史昭君＞田中ガバナーの公式訪問心より歓迎申
し上げます。花巻 3 クラブが集まると大変活気が出て
とても良い雰囲気です。合同事業がますます活発化し楽
しく活動できますことをご期待します。 

 

※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。 
 

 

 

 

 

 

 

 
田中ガバナーを囲んで、３RC出席者集合写真 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆第 2520 地区田中尭史ガバナー 
公式訪問例会 

  

 

 

◆ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会 
      メニュー 

 

 

  

 

 

 

◆出席報告 出席委員会 

 

 

メーキャップ 

7/23第 2回ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市・ 

花巻市姉妹都市提携25周年 

実行委員会 

三田会長・佐々木史昭君 

 
田中尭史(たかふみ) 

1944年生 

所属：盛岡 RC 

入会：1998年 4月 

職業分類：土地家屋調査士 

2016-17 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

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 

 

 

《会員誕生》浅沼幸二・笹木賢治・下町壽男 

《年バッジ》小原紀彰(40年)・浅沼幸二(30年)・

下町壽男(1年) 

《夫人誕生》高橋ちあき(利美) 

谷村るり子(繁)・高橋洋子(豊) 

《結婚記念日》記念日当日ケーキお届けします。 

高橋典克/美加子 

※お日にちは、活動計画書をご参照下さい 

◆8月慶 祝 おめでとうございます！ (敬称略) 


