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RI 月間テーマ 「青少年奉仕月間」

11：30～理事会
12：30～例会開会

第 3139 回例会

令和元年五月七日

2019 年 5 月 7 日(火)

◆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
□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・ビジター他 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
□第 2520 地区大会報告他
担当：会長・幹事
□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

◆幹事報告
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◆3137 回 観桜会 例会の概要
■会長の時間
□概要

三田

望 君

今日は観桜会で佐藤社長様の
ホテルで開催させていただく運び
となりました。バスで来る途中、
桜が満開に近い状態でした。当初
遅いのでは？との観測でハラハラ
しましたが、丁度よい咲き具合に
なり良かったなぁと思っています。
菊の会の方々もご一緒で大変うれしい次第です。桜の花の
様に賑やかで晴れやかな中で楽しみたいと思います。
先週土日は地区大会でした。土曜日は 3 時間半もひじ掛
けの無い椅子で勉強してきました。日曜日は当クラブ 15
名もの参加を頂きました。ありがとうございます。参加が
少ないクラブもあり、少し心配にも
なりました。その席上でガバナー
特別賞に『ぬくまる食堂』が採択さ
れ受賞しました。昨年鹿討エレクト
はじめ皆様に献身的にロータリア
ンが汗をかいて子供たちのお世話
をしながら、我々も楽しく今の子供
たちの様子も知ることができてお
ります。始まったばかりですので進めていくうちに、また
違った展開も考えられるのかなとも思います。
記念の盾は鹿討エレクトに託し、
『ぬくまる食堂』等の運営
時に掲示していただきたいと思いますので、ここで代理授与
させていただきます。

◆なし

◆5 月

慶 祝

【敬称略】

《会員誕生》 佐々木史昭(19)・吉田和洋(21)
《在籍年ﾊﾞｯｼﾞ》該当者なし
《夫君誕生》戸来修子(8/昭浩)・三田香子(14/望)
《結婚記念日》佐藤良介/敦子(1)・谷村繁/るり子(1)
三田望/香子(3)・滝田吉郎/和子(5)・稲田典之/久美(16)
立花徳久/真紀子(30)・阿部一郎/秀子(31)
※結婚記念日当日ご自宅へケーキをお届けします

◆今後のプログラム
5/14(火)

プログラム委員会

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ

月間テーマ『青少年奉仕』
担当：青少年奉仕委員会
5/19(日)第 2520 地区研修・協議会 仙台聖和学園高等学校
３RC 合同バス運行幹事：花巻 RC
5/21(火) 地区研修・協議会報告
担当：会長・幹事
5/28(火) 花巻 RC 奨学金贈呈式
担当：奨学生委員会
※担当の方、準備をお願いいたします。決まりましたら、事務局へ
連絡をお願いいたします。

◆観桜会『菊の会合同』

進行：藤田親睦委員長

ゲスト：花巻北ロータリークラブ
『ホテル風の季』 代表取締役

佐藤克也様

ワインをご提供いただきました（＾＾）

観桜会を当ホテルで開催いただきありが
とうございます。花巻北 RC 所属で 2 年前
に会長をさせていただいております。
北 RC 現在会員 34 名。会員が増え少し予算
に余裕ができ、今年は東南アジア(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ)
で井戸掘削奉仕の事業も予定しております。
本日は、しっかりとご接待させていただきます。ごゆっくり
お過ごしください。

本日のメニュー

ホテル 風の季

『お花見お料理』

挨拶：三田会長
素晴らしいお料理をありがとうございます。今日は和気
あいあい楽しい時間を皆様と一緒に過ごしたいと思いま
す。次第に席も入り乱れる？よろしくお願いします。

◆出席報告

34 人中 14 人出席

乾杯：伊藤隆規君

阿部一郎君還暦おめでとうご
ざいます。三田年度も第四コー
ナーを回りいよいよラストス
パートです。観桜会企画有難う
ございます。市内満開こちらは
七分咲きですが、会場は菊の会
の皆様で賑わっている中での
開催、クラブの益々の活性化とご参会の皆様のご健勝ご健
康をご祈念し乾杯します。

出席委員会

出席率 50.0％
前回修正 57.1％

メーキャップ
4/15(月)花巻市友好都市交流委員会総会 三田会長
4/19(金)地区大会親睦ゴルフコンペ メイプル cc 吉田和洋君
4/20(土)地区大会小会議 盛岡 三田会長・阿部幹事
4/21(日)地区大会本会議 盛岡
三田会長・阿部幹事・鹿討エレクト・上田穣君
佐藤良介君・滝田吉郎君・佐々木史昭君・
吉田和洋君・立花徳久君・藤田勝敏君・橋川秀治君
谷村仁君・伊藤隆規君・藤原喜子君

■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＞待ちに待った観桜会。皆様の精進良くジャス
トタイミングの開花となりました。お部屋良し、食事良し、
何よりも桜に勝る奥様達の花が咲き誇っています。ありが
とうございました。
＜阿部一郎君＞風の季の桜も開花して良い観桜会が開けまし
た。還暦のお祝いありがとうございました。今後も頑張っ
て生きます。
＜稲田典之君＞桜の見えない会場でしたが『菊の会』の桜が
美しく咲いていました。楽しい観桜会をありがとうござい
ました。

立花直前会長の中締めで『おひらき』

◆還暦お祝い

『阿部 一郎君』

奥様に“赤いちゃんちゃんこ”を着せていただきました。
還暦祝いありがとうございます。実際は早生まれなので
来年なのですが、同級生は 6 月にお祝いをします。60 歳
になれば、また一からかなと思ってます。赤ちゃんにもど
ってもいい？？？かな。これからの人生はきちっと考えな
がら生きたいなとも思いますが、やはり楽しく過ごしたい
と思もいます。スローライフでいきたいと思います。

＜鹿討康弘君＞本日は『ぬくまる食堂』に IBC ラジオカー684
がやってきて、15 分ばかり運営の説明をさせていただきま
した。実はラジオカー『684』は番組スポンサー(CM)企業
を優先して回るシステムのようです。弊社ウノーインダス
トリーがワイドステーションに CM を流させていただいて
いる関係で、来ていただきました。
『ガバナー特別賞』確か
にお預かり致しました。営業日に飾ります。

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
4 月 21 日(日) 第 2520 地区大会

奥様より
あともう少し頑張っていただきたいと思います(^^)

◆報告事項
阿部幹事：あと 2 ヶ月となります。来週は GW で例会も
お休みとなりますが、インフルエンザがまた流行っていま
す。花巻北高も学校閉鎖になりました。お気を付けてお過

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫

ごしください。
5 月は、地区協議会や少し早いですが、セレナの送別会も
予定しております。よろしくお願いします。

編集制作

【クラブ会報委員会】
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