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第 3126 回例会

◆例会プログラム
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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
□【ゲストスピーチ】
担当：三田会長・阿部幹事
★ゲスト
ガバナーノミニー伊藤智仁君(花巻南 RC)
菊池忠彦君(花巻南 RC)
□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

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
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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
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URL http//www.hanamaki-rc.com

◆本日のメニューの一部
ホテル紅葉館

□12：30 開会点鐘

◆幹事報告

◆花巻市内３RC 合同夜例会・新年会
主幹：花巻北 RC 場所：ホテル紅葉館
◆例会の部・・・・・・・司会：花巻北 RC 佐藤克也君
□開会点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング・四つのテスト
□主幹花巻北 RC 会長あいさつ
佐藤博茂君

幹 事

◆花巻青年会議所 2019 年度賀詞交歓会の御礼

(公社)花巻青年会議所 第 63 台理事長 上田直輝様
◆平成 30 年度卒業式について
岩手県立花巻南高校 校長 菅原一成様
◆2019 年決議審議案提出方のお願い
RI 理事 石黒慶一様
◆6/1(土)「ロータリー国際大会」ガバナーナイト開催のご案内
ガバナー事務所様
◆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
◆国際ロータリー・テーマ幕申込書
(株)オクトン様
◆ロータリー用品カタログ
(株)フジマキネクタイ様

◆今後のプログラム

プログラム委員会

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)

□ご来賓紹介
第 2520 地区ガバナー
田中堯史様
第 2 分区ガバナー補佐 田鎖幸司様
□ゲスト紹介
青少年長期交換留学生 セレナ・ラムダ二さん
米山記念奨学生 ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジさん
□出席報告
花巻ロータリークラブ
吉田和洋君
花巻南ロータリークラブ
澤田隆道君
花巻北ロータリークラブ 小瀬川勝博君
□幹事報告 代表 花巻北ロータリークラブ 瀬川賢孝君
□来賓祝辞 田中堯史ガバナー
□新入会員紹介
☆花巻ロータリークラブ会長
三田望君
藤原喜子君・川口悟君・高橋利美君

【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 創立記念日に因み】
担当：国際奉仕委員会大委員長・委員長
2/12(火)3128 回 会員卓話
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
担当：上田 穣君
2/26(火)3130 回 米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん
他プログラム 調整中です。
※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。

☆花巻南ロータリークラブ会長
☆花巻北ロータリークラブ会長
□閉会点鐘

鎌田定悦君
佐藤博茂君

◆合同記念撮影◆

◆出席報告

出席委員会

会員 33 人中 16 人出席

出席率 61.5％
前回修正 69.2％

参加者
＜敬称略＞
□会員：三田会長・阿部幹事・鹿討エレクト・橋川副幹事
伊藤米山委員長・佐々木(史)・上田・滝田・笹木・下町
立花・吉田・谷村(仁)・高橋(利)・藤原(喜)・川口
□菊の会：阿部・佐々木(啓)・笹木・滝田・立花
※ご出席ありがとうございます。

◆新年会の部・・・・・・司会：花巻北 RC
■アトラクション ～羽山神楽～

高橋年徳君

メーキャップ・・・1/9(水)
ぬくまるアカデミー冬
阿部幹事・鹿討エレクト・谷村仁君
1/22(火)
ぬくまる食堂 谷村仁君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

今回、ニコニコ・ボックスは、ございません

■開会のことば 花巻北 RC 会長エレクト 鎌田憲幸君
■幹事会長あいさつ 花巻北 RC 会長
佐藤博茂君
■ご来賓あいさつ 第 2 分区ガバナー補佐 田鎖幸司君
■乾 杯
花巻南 RC 会長 鎌田定悦君
～歓 談～
☆彡長期交換留学生 お琴演奏 セレナ・ラムダ二さん
1 週間 2 曲練習しました！

＊＊＊＊＊＊＊＊【お知らせ】＊＊＊＊＊＊＊＊
①≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫
🌸さくら さくら 他🌸
☘舞台あいさつ？
☆彡米山記念奨学生スピーチ
ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジさん
～歓 談～
■ロータリーソング 『手に手つないで』
ソングリーダー 花巻北 RC 熊谷理子君

②花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会
開催中止のお知らせ
今年度、3 月 9 日(土)10 日(日)での開催を予定しておりま
したが、同日会場の花巻市総合体育館において、女子バレー
ボールのプレミアリーグ開催が決定となり、会場を使用する
ことができなくなったようです。また、その日以外小学生は
卒業式等の関係で日程が取れず、残念ですが今年度は中止と
なります。ご了承ください。

皆様、新年会等でお疲れのことと思います
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

■中締め
■閉会のことば

花巻 RC 会長
次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

三田

望君

花巻北 RC

木村清且君

★出席者・・69 名
ご来賓(2)・ゲスト(2)・花巻 RC(16)/菊の会(5)
花巻南 RC(14)/夫人(1)・花巻北 RC21/夫人(8)
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