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8 月 RI 月間テーマ「会員増強・新クラブ結成推進」

第 3105 回例会
2018 年 8 月 21 日
RI 第 2520 地区長期交換留学生 小田島碧海さん
３RC 合同・花巻 RC 菊の会合同壮行会

会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 主幹：花巻 RC
進行：藤田親

◆合同壮行会プログラム

睦委員長
1,開会の言葉
花巻ロータリークラブ幹事 阿部一郎君
2,主催会長挨拶
花巻ロータリークラブ会長 三田 望君
3,激励のことば
○国際奉仕委員会青少年短期交換委員長 佐々木史昭君
○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
4,留学支援目録贈呈 花巻 RC 青少年奉仕大委員長
滝田吉郎君
こ だ し ま ま りん

5,お礼のことば 小田島碧海さん/利恵さん(お母さま)
6,乾 杯
花巻 RC 会長エレクト
鹿討康弘君
7, ・・・・・ 懇 談 ・・・・
8,話題提供 花巻 RC 社会奉仕『ぬくまる食堂』について
会長エレクト

9, ・・・・・ 懇 談 ・・・・
10,中締め 花巻 RC 直前会長
11,閉会の言葉
花巻ロータリークラブ幹事

鹿討康弘君
立花徳久君
阿部一郎君

◆例会時程試行のお知らせ 8/28 より 幹 事

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

◆今後のプログラム等案内

プログラム委員会

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
試行新時程により運営いたします。
9/ 4(火) 3107 回慶祝・米山奨学金贈呈他
9/ 4(火)花巻 RC・ﾎｯﾄ市来花団有志歓迎会 18：30 大沢温泉
9/11(火)3108 回『会員卓話またはゲストスピーチ①』

担当：下町壽男君

9/18(火)3109 回ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ

月間テーマ

担当：雑誌広報委員会

9/25(火)3110 回『会員卓話またはゲストスピーチ②』

担当：前田 毅君

※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします
ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。

◆3104 回

例会の概要

■ 会長の時間

三田

望 君

例会に間に合うように久慈から少し急いで戻ってくる
途中いろいろございました。(^^;。
先日の田中ガバナーの講和で RI テーマ『インスピレー
ションになろう』の解釈について、ロータリーの友 6 月
号にわかりやすく訳され掲載されておりますので、是非ご
覧ください。
私の活動方針とバッチリかな・・と思っております。

◆新会員入会認証式

幹 事
三田会長の提案により 8/7 理事会にて決定し、
8/28 例会より試行となりますことを報告致します。
■食事時間 12：00 よりお食事いただけます。

女性会員が誕生しました。
お名前：藤原喜子君
職 業：アクサ生命保険(株)花巻(営)

■例会
12：30 より開会致します。13：30 迄
※今まで通り 12：30 においでいただき食事を取りなが

推薦者

※月初理事会は 11：00 より

らの、例会出席でも大丈夫です。
■試行理由：ゲストスピーチ等の時間を増やし、お話しの
内容を深めていただきたい。
■試行期間：概ね 2 ヶ月程度を考えております。
“いいね！”が多ければ、継続したいと思っています。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

：佐々木史昭君

ご挨拶：一緒に前向きに社会奉仕
活動に取り組んでいきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

ご入会ありがとうございます。

◆例会メニュー
ﾎﾃﾙ花城

◆幹事報告

幹 事

◆9/1(土)市民憲章運動推進第 53 回全国大会花巻大会開催
に係る参加者取りまとめについて(お願い)
市民憲章運動推進第 53 回全国大会花巻大会実行委員会委員長

◆9/1(土)平成 30

営業主任

職業分類：金融保険業

三田 望様
年度「花南祭」開催について(ご案内)
県立花巻南高等学校 校長 菅原一成様

◆9/6(木)ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市訪問団歓迎交流会のご案内

ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市/花巻姉妹都市提携 25 周年記念実行委員会
会長

花巻市長 上田東一様

◆9/8(土)大堰川清掃のご案内
花巻南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様
◆9/14(金)花巻商工会議所第 21 回会員親睦ｺﾞﾙﾌ大会

花巻商工会議所様

◆9/22(土)社会保険労務士制度 50 周年記念事業講演会
について(お願い)
岩手県社会保険労務士会会長横山信英様

『夏野菜の
キーマカレーライス』
◆各委員長新年度抱負発表
7 月予定の各委員長抱負の発表が、公式訪問が重なり
実施できずにおりましたので、改めて本日出席の委員長
さんに抱負を発表していただきました。未発表の委員長
様方は、次回以降順次時間を取って発表となります。

□発表者
■出席・社会奉仕委員長 谷村 仁君
■親睦委員長
藤田勝敏君
■ﾆｺﾆｺ･ﾎﾞｯｸｽ委員長
稲田典之君
■PG/会報委員長
吉田和洋君
■友好クラブ委員長
佐々木史昭君
■人間尊重委員長
浅沼幸二君
■米山奨学生委員長
伊藤隆規君

※抱負詳細は、間もなく発行予定の活動計画書を
参照下さい。

◆地区 R 財団セミナー報告

三田会長・鹿討エレクト

7 月 28 日(土)エポカ 21 で行われた地区財団セミナー
へ参加してきました。地区補助金を申請するには、参加
必須セミナーです。当クラブの社会奉仕『ぬくまる食堂』
は今回地区補助金を申請し、受理されております。
地区内他クラブからも、その活動が評価されております。
今後ロータリークラブの特筆する社会奉仕活動として、
各地域で育ち連携していく気運が感じられました。
今後ともよろしくお願いいたします。
早速、8 月 9 日には夏休み特別企画として 2 部構成で、
『ぬくまるアカデミー』として、楽しい実験も交え開催
いたします。

◆出席報告

出席委員会

32 人中 14 人出席

出席率 51.8％
前回修正 62.9％

◆メーキャップ

7/26 鈴木葵奈さん報告会
佐々木史昭君/鹿討康弘君/谷村仁君/滝田吉郎君/阿部一郎君
7/28 地区財団ｾﾐﾅｰ/補助金管理ｾﾐﾅｰ 三田望君/阿部一郎君
8/2 花巻南 RC 例会 三田望君/佐々木史昭君
8/4 2018-19 長期派遣生壮行会 佐々木史昭君
8/5 豊沢川クリーン第作成 戸来昭浩君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

◆8 月 慶 祝

おめでとうございます！ (敬称略)

《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》高橋利美
高橋 豊
《結婚記念日》記念日当日にケーキお届けします。
高橋典克
※下線付は、月初め慶祝にてお渡し済みの方です。
※お日にち詳細は、活動計画書をご参照下さい。
※米山奨学生コウ・シヘイさんは 8 月中も、東京滞在にて就職
活動の為、奨学金贈呈式は 9 月に行います。

◆夏休み特別企画『ぬくまるアカデミー』開催
8 月 9 日(木) 午前・午後と 2 部構成で、
『ぬくまる
食堂』を夏休み特別企画『ぬくまるアカデミー』として
開校しました。+
当日は小学生を招待し、まなび学園のキッチンルーム
で、橋川先生を講師に楽しく【アイスクリーム作り】実
験に取り組みました。塩だけで-20℃以上になる氷に皆
興味津々。グループで協力して様々なトッピングを加え、
最後は楽しく美味しく食べました。
うまくいったグループやちょっとだけうまくできな
かったグループと様々でしたが、橋川先生の『実験が失
敗したらチャンス！何故うまくいかなかったか、どうし
たらうまくいくかを考えて、更に実験すると新発見に繋
がる』というお話しに児童は、目を輝かせていました。
その後、市内企業より協賛いただいた食材を使い、調
理ボランティアさんが作った【ホットドッグ】を美味し
くいただきました。
メディアも多数来ていただき、花巻ロータリークラブ
の社会奉仕活動として、ニュース等で県内に発信してい
ただきました。
□参加者
□ 〃

午前の部 35 名(銀河学童) 引率 3 名
午後の部 12 名(児童生徒)保護者 1 名

計 38 名
計 13 名

＜三田

望君＞本日国家財政に微々たるものですが寄付させて
戴きました。藤原喜子さん入会おめでとうございます！

ロータリーライフを楽しみましょう。

＜浅沼幸二君＞誕生祝い・出席年バッジ有難うございます。
私の人生半分ロータリーで埋め尽くされました。60 年の
人生 30 年のロータリー会員、あっという間に到達です。
＜阿部一郎君＞藤原喜子さん入会ありがとうございます。
8/9 ぬくまる食堂がアカデミーとして開催します。
＜谷村 仁君＞藤原喜子さん入会おめでとうございます！
楽しく盛上げましょう。
9 日ぬくまるアカデミー参加です。

＜吉田和洋君＞Ｂox タイムまで寄稿間に合いませんでし
た。Box します。
＜佐々木史昭君＞久しぶりの女性会員誕生を歓迎申し上げ
ます。花巻 RC の雰囲気が更に華やかになりそうです。

＜立花徳久君＞藤原さん入会ありがとうございます。楽しく
活動しましょう。

＜鹿討康弘君＞悲願の女性会員誕生です。
4 日(土)市社教で『ぬくまる食堂』のお話しをさせていた
だきました。9 日は夏休み特別企画『ぬくまるアカデミー』
開校です。皆様、参加宜しくお願い致します。
※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。

・・・・ご協力いただいた皆様・・・・
◆共催：花巻市社会福祉協議会様 4 名
◆寄付(食材)：(株)にまいばしミート様◆(有)やまそう様
◆ボランティア様 調理 3 名/実験 2 名
◆事務局：(株)共立精工様 2 名
□花巻ロータリークラブ
三田 望君・阿部一郎君・鹿討康弘君・
橋川秀治君・谷村 仁君・
吉田和洋君(午前の部)
□花巻 RC 家族ボランティア
橋川秀治君奥様・谷村仁君奥様・
吉田和洋君奥様/娘様(午前の部)

ご協力ありがとうございました。
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

