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1 月 RI 月間テーマ「 職業奉仕月間 」
・・・1 月 15 日(火) 会員企業見学会・・・
10：50 までに (株)共立精工様 駐車場へ集合
11：00～11：40 会社見学会
12：00～ホテル花城 昼 食
第 3124 回例会
2019 年 1 月 15 日

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□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
□職業奉仕月間に因んで
担当：上田職業奉仕大委員長

『会社概要』についてのお話し
㈱共立精工 代表取締役 鹿討康弘君

(★囲み文字はお渡し済み)

敬称略

■会員誕生日・・戸来昭浩(1 日)/安藤武彦(9 日)
藤原喜子(27 日)/ 佐藤良介(28 日)
■年バッジ(年)・ 高橋健(49)/ 滝田吉郎(17) /前田毅(3)
菊池倫実(3)

◆幹事報告

担当：上田

穣君

※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。

2 月より例会時程が、通常 に戻ります(理事会決定)
12：30 開会点鐘～昼食～例会再開
13：30 閉会点鐘(プログラムによっては若干繰り下がる場合
がございますので予めご了承下さい)

◆新しい年を祝い 〖コカ・コーラで乾杯〗
平成最後の新しい年 2019 年(己亥)を祝い
谷村繁君のご発生で、花巻 RC、関係者を
はじめ、皆様のご健康とご活躍を願い、
コカ・コーラで乾杯しました

◆3122 回 例会の概要

□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

◆１月 慶 祝

Web
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会 長：三田 望
幹 事：阿部一郎
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幹 事

◆2018-19 年度地区資金(後期)送金のお願い
◆3/25(月)~27(水)第 32 回 RI 交換学生ｽｷｰの集いについて
◆第 20 回 RI 囲碁大会案内状配布のお願い
場所：韓国/大邱市

■会長の時間
□概要

三田

望 君

おかげさまで会長拝命し、半年
が過ぎました。後半もお付き合い
の程宜しくお願いします。
鳥谷ヶ崎さんに元日の午前中に
参拝しました。雪もなく日差しも暖かくいつもより過ごし
やすい日でした。おみくじを引き 3 人の孫たちは良い運勢
で満足していました。微笑ましく思いました。
年末にホームステイ協会の集まりで、ミガ君を招待し、
スピーチをお願いしました。間もなく大学卒業ですが、就
職先がまだとか。当クラブと縁あって繋がりましたので、
更なるご縁があればとも思ってます。コウ・シヘイさんは
就職が決まったとの事。おめでとう、頑張ってください。
本年もよろしくお願いいたします。

◆本日のメニュー

★以上、ガバナー事務所様
◆2018 年度下期普通寄付金のお願い
(公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会様 ホテル花城
◆2/23(土)創立 80 周年記念式典・祝賀会のご案内
『四川風麻婆豆腐』
盛岡 RC 会長 坂本広行様
◆広告入り種子ご提案
東京優芳園㈱様
◆和光 RC 用品カタログ

和光様

◆今後のプログラム
プログラム委員会
【1 月 月間テーマ 職業奉仕月間】
1/23(水)3125 回 市内３RC 合同新年会 主幹：花巻北 RC
1/29(火)3126 回 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 伊藤ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ講話

【2 月 月間テーマ 平和と紛争予防/紛争解決月間】
2/5 (火)3127 回 慶祝・
【RI 創立記念日】
担当：国際奉仕委員会
2/12(火)3128 回会員卓話又はゲストスピーチ
担当：小山田泰彦君
2/19(火)3129 回会員卓話又はゲストスピーチ

けっこうピリ辛スパイシー

◆米山奨学金贈呈

コウ・シヘイさん

あけましておめでとうございます。
おかげさまでニトリへ就職が決まっ
て、今月からは盛岡の店舗でのアル
バイト研修をし、静岡に研修旅行の
後、配属先が決まります。頑張ります。
先日家族へプレゼントしようと思い
洋服と考えましたが、サイズがわから
ないことに気づきました(^^;。もっと家族を大事にした
いと思いました。奨学金ありがとうございます。

◆慶

祝

□会員誕生・・佐藤良介君(28 日生)へ記念品贈呈
□年バッジ・・滝田吉郎君(17 年)へ年バッジ贈呈
□夫人誕生・結婚記念日は、該当者ございません。

◆出席報告

出席委員会

33 人中 15 人出席

出席率 51.7％
前回修正 58.6％

メーキャップ・・・1 月 5 日~6 日 2018-19 年度第 2 回
地区青少年交換(長期/短期)オリエンテーション 佐々木史昭君

★年賀はがきによる新年ご挨拶状
・高橋 健会員 ・インクルいわて様 ・小彌太様

■ニコニコ・ボックス紹介

◆クラブ協議会「前期事業報告」
□三田会長
・国際交流関連が多い半年でした
・花巻 RC/HSVRC 姉妹クラブ 5 周年事業
花巻北高/ASMSA との相互交流支援他
・ぬくまる食堂が立ち上げられた
□阿部幹事
・幹事歴 1 年半です
・後半の対外事業が忙しいのでご協力をお願いします

□鹿討エレクト/副会長/会員増強委員長

・ニコニコ、ぬくまる食堂引続のご協力お願いします
・セレナを週一ボクシング教室へ連れていってます
・会員増強も引続ご協力ください

□立花直前会長・R 情報委員長

・昨年 FSM2 回開催、ﾛｰﾀﾘｰについて学び楽しく懇親
後半も開催します
・会員増強も２回、引続の情報共有お願いします

□吉田会場監督・PG・クラブ会報委員長

・3100~3123 回まで進行完了(時々代行お願いしました)
・後半もよろしくお願いします
・会報も 23 回発行。例会情報量多いが A4 で纏めてます

□上田職業奉仕大委員長

・1 月は職業奉仕月間で、次週会員企業訪問を行います

□滝田青少年奉仕大委員長

・3 月花巻 RC ｶｯﾌﾟ小学生親善ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(9 日/10 日)
・花巻 RC 奨学生(花巻北高 3 年)の卒業報告です

□谷村(仁)出席・社会奉仕委員長

・出席率向上に努めます、ご出席をお願いします
・ぬくまる食堂を継続し取組みます

□藤田親睦委員長

・Xmas 家族会無事終了、ご協力ありがとうございました
・後半夜例会もよろしくお願いします

□稲田ボックス委員長

・ご参拝ありがとうございました
・BOX 目標 120 万、現在 50 万弱。目標越えへご協力を

□谷村雑誌・広報委員長/地区監査委員

・高橋寛氏のｶﾝﾎﾞｼﾞｱ教育支援の講和をいただきました
・地区監査は 3 名で滞りなく行っております

□浅沼人間尊重委員長

・病は気から、薬も飲んでいれば効いた感が出ます
ヤクルト 400 風邪予防？で愛飲してます

□伊藤(隆)米山奨学会委員長

・米山奨学研修会でミガ君と出会えた
・奨学会についても理解が深められ、ミガ君・シヘイさん
とも交流ができた

ニコニコ・ボックス委員会

＜佐藤良介君＞あけましておめでとうございます。誕生祝あ
りがとうございました。28 日で満 68 歳。今年同級生は古
希を迎えます。6 月には花中、11 月には花巻北高の同期会
を開催しお祝いをする予定です。健康に留意し前向きに一
歩一歩歩んで参りたいと思います。
＜滝田吉郎君＞年バッジありがとうございます。17 年にな
りました。今年もよろしくお願いします。
＜三田 望君＞①今年もどうぞよろしくお願いします。皆様
のおかげで無事半年が過ぎました。②弊社の新年会を昨日
『はいからや』貸切で行いました。若い人は飲みよりも食
い優先なんですね。
＜阿部一郎君＞ あけましておめでとうございます本年もよ
ろしくお願いいたします。
＜吉田和洋君＞6 日、長女が無事アデレードに着きホッとし
ております。半年間健康で頑張って欲しいものです。一年
が良い年でありますように！
＜立花徳久君＞年明け早々に安比へスキーに行きましたが、
頂上から一気に滑ったら体力の限界を感じ終了しました。
＜谷村 仁君＞ 年賀はがきも無事に配達完了！皆様のご支
援に改めて感謝いたします。市内元旦配達は百万通を下回
り 96 万通(昨対 92％)でした。
＜鹿討康弘君＞混雑も終わり駐車場が空いている 4 日に鳥
谷ヶ崎さんに家族で参拝し、いつも通りおみくじは“大吉”
頂きました。明日は「ぬくまるアカデミー冬」仕掛人兼講
師の橋川先生がインフル A で急遽欠席ですが、橋川先生の
労に報いる為にも代理を頑張ります。
＜稲田典之君＞ あけましておめでとうございますメンバー
の皆様の益々のご繁栄とご多幸をお祈り申し上げます。
※一部、割愛しているところもございます。ご了承願います

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫

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。

会員内でも風邪・インフルエンザが流行し始めております。
お気をつけてお過ごしください。

□佐藤(良)花巻 RC 奨学生委員長

・花巻商工会議所新年交賀会へ 600 名の参加を頂き感謝
・花巻北高生 3 名(各学年 1 名)へ奨学金贈呈、皆さん目標に
向かい頑張ってます。卒業の 3 年生の報告を予定してます
・ASMSA と花巻北高の相互交流についても同窓会を通じ支
援します

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

