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RI 月間テーマ 「青少年奉仕月間」
令和 元年 五月 十四日

12：30～例会開会

2019 年 5 月 14 日(火)

第 3140 回例会
◆例会プログラム
□12：30 開会点鐘

進行：会場監督 S.A.A

□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□ゲスト・ビジター他 紹介
□本日のプログラム、メニュー紹介
□会長の時間

三田会長
幹 事
親睦委員会
三田会長

□クラブ・フォーラム 月間テーマ
『青少年奉仕月間』
担当：滝田青少年奉仕大委員長
□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

幹 事

◆「2019-20 年度地区研修・協議会」に関するご連絡
ガバナーエレクト事務所様

◆平成 31 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会定期総会
資料送付と会費納入のお願いについて
花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼弘文様

◆今後のプログラム
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私は、たまたま 3 日に親戚の結婚式があり、名古屋へ
夫婦で混雑のさなかに行ってきました。ついでと言っては
何ですが、名古屋徳川美術館、名古屋城と有松(しぼりで
有名)に行ってきました。有松は古い商家が並んでおり、
タイムスリップしたような景観でした。しぼりの店に行っ
たのですが“牛革しぼり”という珍しい商品に出会い、気に
なったのでバッグを買い求めてきました。家並みの風情と
伝統工芸が素晴らしいところで、機会があればまた行きた
いと思っております。
京都も散策しました。連休の一番の収穫は、妻と二人で
出かけられたことで、有意義な時間でした。
今日は地区大会の奉告という事で、宜しくお願い致します。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『海老のチリソース』

◆地区大会報告

担当：会長・幹事

【三田会長】
池谷裕二氏のユーモアたっぷりのお話しで時間が短く
感じられた講演でした。ついつい本をネットで注文してし
まいました。脳の癖・錯覚・思い込みについ
て書かれておりました。G 表彰関係では、
会員増強、女性会員増強へのガバナー賞を
受賞しました。鹿討委員長さんへお預け致
します。

プログラム委員会

【阿部幹事】
20 日、21 日と参加してきました。
私もついつい本を買ってしまってくち
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 です。が、全部は読んでいません。
21 日は会長幹事会でした。夜は RI 会長
6 月月間テーマ 『ロータリー親睦活動月間』
代理の田中氏を迎えての晩餐会でした。参加者 200 名中
6/4(火) 慶祝・クラブ協議会【年間事業報告①】
3640 地区韓国は 50 数名の参加。花巻 RC から 15 名と多
担当：会長・幹事
くの参加いただきありがとうございました。再来年は花巻
ゲスト：【友好クラブ】平塚ロータリークラブ様(10 名予定)
温泉での開催です。もっと多くの会員に参加いただけると
6/11(火) クラブ協議会【年間事業報告②】
ロータリーへの理解もより深まるのかなと思います。
理事者・各委員長
６/18(火) クラブ協議会【次年度活動方針発表】
【鹿討エレクト】
担当：鹿討会長エレクト・橋川副幹事
実は本を 2 冊買っております。
行間が広く文字数が少なく読みやすかった
◆3139 回 例会の概要
ですが、内容はあまり覚えておりません
(^－)。懇親会ではおすすめのグランドホテル特製ラーメ
■会長の時間 三田 望 君
ンは食べました。以上です。
□概要
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

23 日の観桜会から GW を挟み、
長い期間皆様とお会いしていない様
な錯覚を覚えます。
GW 中はいかがお過ごしでしたでし
ょうか？風邪・インフルの方もいた
ような。

【橋川副幹事】
今回のプログラム進行が早かった印象が
強かったです。表彰も時間が短く、せっかく
の表彰が残念だった感があります。
ラーメンとそばはいただきました。

【谷村 繁君】
田中会長代理のブランディングの話を覚え
てまして、日本とは違うなという感じがし
ましたが、ロータリーをブランド化すると
いうのは大事と思いました。日本では会社
のブランディングの意味合いが強いですが、
それと合わせファミリーブランディングも大事だなと感
じました。
【藤田勝敏君】
お昼の弁当の品が良かったので、懇親会の
料理があっという間に無くなったのかなと
思いました。お料理の質が良く、期待以上
でした。系列のゴルフ場も期待できそうです。
【伊藤隆規君】
2 年後の花巻開催を見据え、花巻南 RC
さんは気合が入っていたようです。
参加人数は当クラブが多かったようです。
講演では私も錯覚に騙されたくちですが、
新しい発見もあり、いい講演でした。
【佐藤良介君】
歴代の PG の方とも懐かしくご挨拶できて
良かったです。伊藤智仁さんも奥様同伴で
いよいよガバナー・エレクト年度が間近に
迫り、本格的に動き出しているのだなと感じ
ました。花巻 RC 奨学生制度は、花巻 RC
唯一のガバナーである梅津さんの時に 1970 年の花巻で
の地区大会を記念して創設された制度です。伊藤さんが花
巻地区では 3 人目のガバナーとなります。3 クラブ協力し
て運営して行かなければと感じてきました。
【上田 穣君】
田中ガバナーと 1 部が終わった後に話を
しましたが、山場を越えだいぶリラックス
していました。その際、力を入れていた
講演会についての良さを力説していました。
良い大会でした。

◆報告事項

◆出席報告

出席委員会

34 人中 16 人出席
メーキャップ
4/9(火)ぬくまる食堂
4/23(火)ぬくまる食堂

出席率 53.3％
前回修正 63.3％

鹿討康弘君・橋川秀治君
鹿討康弘君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

＜高橋 豊君＞令和元年のスタートを心よりお慶び申し上げ
ます。天皇皇后両陛下におかれましては、お健やかにお過
ごし下さいましようご祈念申し上げます。
＜三田 望君＞地区大会にご参加いただいた皆様ありがとう
ございました。15 名の参加で盛り上がりました。
ガバナー賞(青少年奉仕/ぬくまる食堂)(会員増強)(女性会
員増強)を頂戴致しました。
＜阿部一郎君＞連休初日 4/27 インフルエンザ B 型の診断を
受け、ソルフーザを通常の 2 倍(80 ㎏以上適用)飲み早期回
復！但し 4 日間隔離生活で外出禁止令でした。結婚祝いあ
りがとうございます。32 年目。ケーキが届いたら仲良く食
べたいと思います。
＜佐藤良介君＞令和元年 5 月 1 日 36 回目の結婚記念日を迎
えました。美しい調和の時代を心も新たに二人健康で過ご
してまいりたいと思います。結婚祝いのケーキ美味しく頂
きました。ありがとうございました。
＜吉田和洋君＞誕生祝いありがとうございます。55 歳です。
＜立花徳久君＞平成～令和へと替り気持ちを新たにしようと
思いましたが、子供たちが全員揃い生活も昔に戻り、私的
には何も変わらずの連休でした。変わらないことが幸せな
のかと思う今日この頃・・。
＜佐々木史昭君＞令和の新しい時代の幕開けを心よりお祝い
申し上げます。花巻 RC の新時代、どんな出来事が起こる
のか楽しみにしたいと思います。
＜上田 穣君＞4 日/5 日/6 日裏磐梯方面へ。3 日間午前まで
は素晴らしい天気の元 グリーン・ブルーそして少しレッ
ドの美しい湖や沼を楽しみました。『絵にも描けない美し
さ♫』というのはこの事か。しかし初日目的地まで渋滞 3
度にマイッタ・マイッタ。6 日午後突然の雨も・・・。
＜稲田典之君＞結婚記念祝いありがとうございます。これか
らも健康に過ごしていきたいと思います。

◆花巻 RC 奨学生委員会委員長
佐藤良介君
新年度に入り花巻北高校より奨学生の推薦書が菅野校
長先生より届きまして、本日の理事会にて継続の２、3 年
生に新 1 年生を加え承認されております。
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
5 月 28 日の例会に於きまして、花巻 RC 奨学生制度奨
学金の交付を菅野校長先生、3 名の奨学生に参加いただき
行いますので是非ご参加くださいますようお願いします。
私、花巻市の友好都市交流委員会会長を務めております
が、先月の総会におきまして事業計画が承認され、その中
で 7/4 平塚 RC 例会への 10 名参加と 6/4 日の平塚 RC10
名が来花され例会へ参加されると掲載されておりました
ので宜しくお願い致します。
今年は平塚市との友好姉妹都市提携 35 周年です。7/6
日に平塚七夕にあわせ記念式典を行うので出席して参り
ます。十和田市とは友好都市提携 30 周年になり、こちら
も式典を予定しております。平塚との式典につきましては、
花巻での開催は 9 月 14 日花巻まつりの日程にあわせ平塚
市民ツアー団をお招きし開催致しますのでよろしくお願
いいたします。
花巻 RC は友好都市交流委員会監事として会員になって
おります。
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≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫
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

