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12 月 RI 月間テーマ 「疾病予防と治療月間」
11：00～理事会
12：00～昼 食

第 3119 回例会

◆例会プログラム

2018 年 12 月 4 日
進行：会場監督 S.A.A

□12：30 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・・・ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ
□【クラブ総会】次年度役員選出
鹿討エレクト
□慶祝者スピーチ・他
□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・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
□13：30 閉会点鐘
三田会長

◆１２月慶祝

敬称略

■会員誕生日・・高橋 健(21 日)/佐藤誠吾(29 日)
■夫人誕生日・・下町順子(1 日壽男)/滝田和子(6 日吉郎)
上田昌子(20 日穣)/小原洋子(27 日紀彰)
■結婚記念日・・前田毅・圭枝(1 日)/谷村仁・とし子(9 日
結婚記念日当日にホテル花城よりケーキをお届けします。

★おめでとうございます！★

◆幹事報告

幹 事

◆12 月 RI レート
１㌦＝112 円
RI 日本事務局様
◆財団設立 50 周年記念誌頒布ご協力のお願い
(公財)R 米山記念奨学会 理事長 齋藤直美様
◆ガバナー月信特集「おらほのレジェンド＆ホープ」
投稿のお願い ガバナー事務所

◆今後のプログラム

Web

プログラム委員会

12/11(火)3120 回 会員卓話
担当：橋川秀治君
12/18(火)3121 回 18：00 X‘mas 家族夜例会
♣ご家族様の多数のご参加をお待ちしております♠
担当：藤田親睦委員長
12/25(火)3122 回 会員卓話
担当：戸来昭浩君
1 月 1 日(火) 正月休会
1 月 8 日(火)3123 回例会 理事会・新年乾杯・慶祝
クラブ協議会 『前期事業報告』
※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。

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

◆3118 回 例会の概要
■会長の時間

三田

■
望 君

□概要

今日は小野寺地区財団委員長を
お招きしての財団月間に因んだ
お話しをいただきます。しっかりと
お聴きしたいと思います。
先日、花巻市として初めての花巻市名誉市民の受賞式典
が花巻温泉で行われました。宗教・哲学者の山折哲雄氏が
その栄に浴されました。専念寺さんの長男様でもあります。
今回の授賞式でのお話しは、今気になっている宮沢賢治の
『永訣の朝』という詩についてのお話をされておりました。
受賞者の謝辞でのお話しに感銘を受けました。
ご報告といたします。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『白金豚ロースの
香り揚げサラダ添え』

◆クラブフォーラム『R 財団月間に因み』

講話：第 2520 地区 R 財団委員長
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ小野寺則雄様(二戸 RC)

公式的には７年ぶりの訪問
になります。今日は財団に因んだ
お話をさせて頂きます。是非財団
を理解していただければ幸いです。
R 財団は 1917 年アトランタ大会に
於いて、その時のカンサスシティ RC
の＄26.5 の基金が始まり。
テーマは『RI は世界で良いことを
しよう』今年 100 周年を迎え、現在
は 32 億ドルを超える基金を運営。
財団の優先項目は
・永久にポリオを撲滅
・財団に対するロータリアンの知識・参加・寄付向上
・財団の補助金６重点分野を通じ、人道的奉仕の質と影
響力の向上
・財団１００年の歴史に注目し認識を高める
2018 年７月現在の花巻 RC の財団寄付＄3,521(＄117/人)
2018-19 の寄付目標は＄150/人となっています。
地区内寄付０クラブはおかげさまで０となりました。
年次基金寄付より 3 年後に地区へ 1/2 が DDF、1/2 が
WF の基金となり、DDF の 1/2 が地区補助金、1/2 がグ
ローバル補助金となり、更に WF よりも同額が補助され
る。しかしながらグローバル補助金は新さハードルが高
く地区内では皆無。地区補助金が中心。8 月現在の DDF

未使用額は＄329,126。地区配分額は＄46,167。
是非地区資金を活用し、さらなる活動を期待致します。
ポリオ撲滅については、2018 年での完了を目指してお
りましたが、残念なことに現在一部の地域(紛争地帯)で
増加傾向にあります。昨年の 22 症例から 26 症例に。
今後も引き続き取組んで参りますので、皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。ありがとうございました。
※ガバナー月信 11 月号アクセス
QR コードを掲載しました ➡ ➡ ➡Go！

【R 財団寄付ポールハリス・フェロー】
・下坂和臣君
・三田 望君
・佐々木史昭君
小野寺財団委員長より三田望君へ
フェローバッジをお渡しいただき
ました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
花巻ロータリークラブの活動等を掲載した、会員勧誘用
のリーフレットが、鹿討エレクトと(株)共立精工様のご協
力により完成しました。クラブ紹介にも是非ご活用くださ
い。ご用命は、事務局または鹿討康弘君までお願いします。
会員の輪を広げて、継続的でより良い活動を目指しましょ
う。会員の皆様のご協力をお願い致します。(A5 版 4 頁)

ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信
Ｒ財団月間

【米山寄付功労者】
・三田 望君
・佐々木史昭君

◆出席報告

33 人中 13 人出席

出席委員会

出席率 48.1％
前回修正 70.3％

メーキャップ
11/13(火)ぬくまる食堂 谷村仁君・鹿討康弘君
11/20(火)ファイヤーサイド・ミーティング
三田望君・鹿討康弘君・橋川秀治君・谷村仁君
谷村繁君・藤原喜子君・阿部一郎君・藤田勝敏君
11/25(日)米山記念奨学会 リンゴ狩りと果報もち膳交歓会
阿部一郎君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

＜三田 望君＞本日は我が花巻 RC の為に R 財団について
のレクチャーを戴き感謝に耐えません。クラブとしても少し
でも役に立てるよう努力したいと思います。また活用につい
てもよく検討し、有効に生きた使い方をしていきたい。

市内３RC 合同行事の事前ご案内

＜阿部一郎君＞小野寺 PG 本日は R 財団についての講話、大
変参考になりました。11/25 米山のリンゴ狩りに行きました。
コウ・シヘイさんも楽しい時間を過ごしていました。本日は
盛岡 RC で卓話の予定です。

※2019 年 1 月 23 日(水)市内３RC 合同新年夜例会
花巻北 RC 主幹 ホテル紅葉館です。
万象お繰り合わせの上、ご参加をお願いいたします。

＜吉田和洋君＞小野寺 PG 本日は R 財団のお話しありがとう
ございました。日曜日、久々県 PTA 年次表彰式に元県 PTA
役員として出席しました。花巻中の広報誌が日本 PTA 企画賞
を受賞。おめでとうございます！

＜鹿討康弘君＞先週の例会後にﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞとして会
員増強の話をしました。三田会長より提案要望があった『入
会案内』ﾘｰﾌﾚｯﾄを弊社の優秀な総務社員に制作してもらいま
したので、是非ご活用ください。

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

他に、谷村繁君からもボックスがありました。

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。

花巻ＲＣ

Web

