
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 月 RI 月間テーマ 「疾病予防と治療月間」 
12：00～昼 食 
第 3120 回例会         2018 年 12 月 11 日 

 
 

                                 
 

 
◆花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 15 号の配
布について〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

◆2017 年度事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い 
〔一般財団法人比国育英会バギオ基金 会長 多田宏〕 

◆1/18（金）ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）    
パートⅡ開催のご案内             〔ガバナー事務所〕 

◆1/23（水）花巻市内 3RC 合同新年会のご案内 
〔花巻北 RC 会長 佐藤博茂〕 

◆ハンブルグ国際大会登録手続きについて 
〔国際ロータリー日本事務局〕 

◆国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト事務所および次年
度ガバナー事務所よりの支払方法の変更につきまして 

〔ガバナーエレクト事務所〕 
◆「盛岡いのちの電話広報 118 号」の送付・年末特別ご寄付のお願い 

〔社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金澤弘幸〕 
 
 
 
12/18(火)3121 回 X‘mas 家族夜例会 18:00～ 

ご家族様の多数のご参加をお待ちしております 
12/25(火)3122 回 会員卓話     担当：戸来昭浩君 

【1月 月間テーマ 職業奉仕月間】 
1/1(火) 正月休会 
1/8(火)3123 回 新年乾杯・慶祝 
      クラブ協議会『前期事業報告』 
1/15(火)3124 回 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ月間テーマ 職業奉仕委員会 
1/23(水)3125 回 市内３RC 合同新年会 主幹：花巻北 RC  
１/29(火)3126 回 会員卓話又はゲストスピーチ 

担当：笹木賢治君 
 
※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。 

 

 
■   

■会長の時間  三田 望 君  
□概要 12 月 1 日、なはんプラザで 
「明るいイーハトーブを目指して～市民 
憲章運動推進大会～を開催しました。 
 

 
そこで記念講演として世嬉の一酒造相談役の佐藤晄僖（こ
うき）さんの素晴らしいお話を聞きました。 
伊達藩の流れをくむ餅文化を含む食文化を一関の文化と
して発展させたいという 30 年に及ぶ活動のお話でした。
一関の餅はおもてなしに使われ、多様なトッピングがあり、
キムチやイカのワタなど新たな食材も取り入れて発展し、
観光客に喜ばれています。世嬉の一酒造は戦後の造り酒屋
統合に加わらず、独自経営を続け、蔵や建屋の補修費がか
さんでも武家屋敷の一角を守るため、蔵をレストランやコ
ンサートなどができる場所にし、地ビール、ワインなどの
事業なども手掛けるなど事業を発展されました。 
一関の食文化と文学を組み合わせた取り組みもされ、平

安時代から続く骨寺村荘園での伝統的もち米づくりも守
っておられます。このような方が商工会議所の会頭として
も頑張っておられ、「ささいなことでもそれぞれの町に拾
い上げれば面白いことはたくさんあり、その地域の文化に
していくことが大事だ」と仰ってました。その他、時の鐘
運動などのお話もあったことをご報告いたします。 
      
    
ホテル花城        

『カキフライ 
タルタルソース』 

 
 
 
 

 
                                                                            

  
先ほど理事会で承認されました次年度

の役員体制を紹介します。（下表） 
（三田会長が全会一致承認を確認） 

 本当に会長になるんだなとマイナス思考
になっておりますが、小学校からのネガテ
ィブ思考、これがあったから上手くいって
ると思っています。皆様のご協力を得なが
ら会の運営に寄与できればと思います。 

理事会で懸念事項として会員増強の話が出ました。昨年
度から阿部一郎君が幹事を続けましたが、どこかで会長
も 2 度続けてやるか、会長経験者の再登板も現実味を帯
びて来ました。会報の担当や作成方法の話も出ました。 
すべて解決するには新入会員を増やすことです。  
クラブ紹介のパンフレットも作りました。1 回断られた
ら終わりではなく、２回、３回とみんなで足を運んで勧
誘したいと思います。最低 3 回は足を運ばないと心は動
きません。北クラブは大きく増えています。 

あと、ニコニコ BoX が 11 月は目標の半額でした。こ
ちらもご協力をお願いいたします。 

 
【2019－2020 年度 花巻ロータリークラブ役員名簿】 

会長          鹿討 康弘 
会長エレクト・副会長  阿部 一郎 
幹事          橋川 秀治 
会計          戸来 昭浩 
会場監督        立花 徳久 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆クラブ総会『次年度役員選出』 
担当：会長エレクト 鹿討 康弘 

  

 

 
◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 

 

 

  

 

 

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
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◆3119 回 例会の概要 

 

□12：30 開会点鐘          三田会長 
□ロータリーソング斉唱 
□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 
□会員卓話              橋川秀治君 
□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 
 

 Web 



職業奉仕大委員長    稲田 典之 
社会奉仕大委員長    滝田 吉郎 
国際奉仕大委員長    上田  穣 
青少年奉仕大委員長   吉田 和洋 
直前会長        三田  望 
副幹事         藤田 勝敏 

（ オブザーバー      佐々木史昭 ） 
 
 

 
◆夫人誕生祝い 贈呈 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下町 壽男 君（順子さん）   上田 穣 君(昌子さん) 
介護に地域活動をしてみて実感   金沢の料理は美味しいけど 

姉さん女房はいいものです。   時価と現金払いに注意！ 
 
◆結婚記念日 谷村 仁 君・とし子さん 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆【ポールハリス・フェロー】＆【米山寄付功労者】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐々木史昭君に三田会長より授与。 

 
 
 
 

33 人中 14 人出席  出席率  50.0％ 
    前回修正 71.4％ 

 
        

 
 

 
 
 
  
 
 
＜三田 望君＞いよいよ師走となりました。次年度の理事も
承認され、来年度も動き出しました。今年度も皆様のご協力
力で半分過ぎようとしていますが、ぜひ次に繋がるような活
動をして行きたいと思います。つながる 
 
＜阿部一郎君＞12 月に入り、これから年末にかけて飲む機
会が増えると思います。体には充分気を付けて過ごしてくだ

さい。今日は次年度役員が鹿討エレクトより発表になりまし
た。今年度同様明るいロータリーになるように頑張って頂き
たいと思います。 
 
＜上田 穣君＞現在、石川県の金沢駅前にハイアットが高級
ツインタワーホテルを建築中で、その上階にライオンズマン
ションが出来る予定です。我が家の三男は東京から販売応援
ということで出向中なので様子を見に妻と行ってきました。
今が旬の「香箱ガニ」と「のどぐろ」はとても美味しくてク
セになりそうでした。妻の誕生祝をありがとうございます。 
 
＜佐々木史昭君＞先週日曜日、花巻国際交流協会主催の国
際フェアが大盛況のうちに開催されました。セレナや藤舘英
梨菜ちゃんもボランティアで参加していただき、派遣中学生
の報告も素晴らしく、定住外国人の方も楽しく参加していた
だき、お陰様でとてもよいイベントになりました。 
 
＜立花徳久君＞昨日、妻と二人で Queen のボヘミアンラプ
ソディを観て参りました。一言、最高でした。Queen のリ
アル世代で高校の頃からずっと隠れファンでした。楽しいひ
と時でした。 
 
＜伊藤誠一郎君＞久しぶりに出席させて頂き、史昭さんの
ご好意で会場監督をやらせて貰い、緊張感のある出席で楽し
かったです。慶祝出してないかも知れませんのでその代わり
も含めてボックスします。 
＜下町壽男君＞妻の誕生日 GIFT CARD ありがとうござい
ます！12/1 は夫婦で寿司を食べに行きました。 
・本日夜 8:00 から花巻北高の紹介番組があります。前半 20
分がセレナについて、後半 8 分が万葉植物園ついてという構
成です。Don’t miss it ! （再放送 12/8・9 の 10:00～） 
・12/８,9 に石鳥谷の酒蔵でレコードコンサートのイベント
を行います。ジャンルを問わず、700 枚以上のレコードをそ
ろえております。また、12/9 の 14:00～ライブも企画して
いて私も花北の歌姫アレサ松岡とコラボします。どうぞお気
軽においでください♡ 
 
＜谷村 仁君＞結婚記念日を祝っていただきありがとうご
ざいます。30 年以上となりましたが、これからも二人で楽
しんで行きたいと思います。12 月 12 日にリフォーム工事が
着工し、1 月 20 日に完了するとの公営が決まりました。 
1 月 26 日に盛岡の自宅に引っ越しすることになりこれから 
引っ越し準備や年賀繁忙でバタバタとなります。いきたいと 
 
＜鹿討康弘君＞2019-2020 年度の理事者の承認を頂き、い
よいよ本当に会長になるんだなあ～、私でいいんだろうか？ 
とネガティブ思考になっております。昔から現在に至るまで
「マイナス思考」で自他共に認める「ネガティブマン」です。 
〝不安があるから、うまくいく‼“ということもあります。
頑張ります。 

 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 

市内３RC合同行事の事前ご案内 
 

※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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

 

◆出席報告            出席委員会 

 

メーキャップ 

11/27(火)ぬくまる食堂 谷村仁君・鹿討康弘君・橋川秀治君 

12/1(土) 平成 30 年度花巻市民憲章運動推進大会 三田望君 

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 

 

 

花巻ＲＣ Web 

慶 祝 

会長経験してか
ら大事だと思い
寄付を続けてま
す。12/20 はセ
レナをレスリン
グ日本選手権に
連れて行きます。 

父も妻も妻の兄も
郵便局で上司同僚
を呼んで 12 月に
結婚式をし、新婚
旅行に行く、郵便
局員としての禁じ
手を犯しました。 


