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◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□会長の時間
鹿討会長
□クラブ協議会（各委員長抱負、事業報告/決算/
事業計画/予算）
□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
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
鹿討会長

◆幹事報告

幹

事

・8/24（土）会員増強・公共イメージ向上セミナー開催のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
・クラブ活動計画書
〔平塚 RC〕

◆今後のプログラム

プログラム委員会

7/23(火)3150 回 ゲストスピーチ/さくらや・多田真弓様
担当：鹿討会長
7/30(火)3151 回 3RC 合同 鈴木ガバナー公式訪問例会
主催：花巻北 RC/ホテル紅葉館
7/31(水)第 4 回 ぬくまるアカデミー/なはんプラザ
12：00-14：30
8/6(火)3152 回 RC 長期交換留学生壮行夜例会
3RC・菊の会合同/ホテルグランシェール
8/13(火)
休会 お盆休み
8/20(火)3153 回 慶祝/財団セミナー報告
※9/4～9 ホットスプリングス RC 他来花

◆木村ガバナー補佐
【出席者】
木村ガバナー補佐
鹿討会長・橋川幹事
三田直前会長
阿部エレクト
川口親睦委員長
藤田ボックス委員長
稲田職業奉仕大委員長
滝田社会奉仕大委員長
上田国際奉仕大委員長
吉田青少年奉仕大委員長

公式訪問事前委員会

2019-2020年度
会 長：鹿討 康弘
幹 事：橋川 秀治
会長エレクト：阿部 一郎
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

佐藤(良)花巻 RC 奨学生委員長
三田直前会長より昨年度の活動報告と鹿討会長より今年度の
抱負、出席委員長より活動計画の発表を致しました。

◆3148 回 例会の概要
◆例会メニュー
若鶏のわさび風味ソース

■会長の時間（2/48）
□概要

鹿討康弘 君

＊＊＊＊＊＊

本日は木村ガバナー補佐、お忙しいところ花巻 RC にお
越し頂き、
誠にありが
とうござい
ました。
先ほど木村
ガバナー補
佐をお迎え
し、例会前
に大委員長
も出席し、
昨年度の活
動概要と今
年度の活動
方針・抱負について発表をし、ご報告をさせていただきま
した。今年度最初でありクラブにとっても大切な行事の一
つが公式訪問です。各委員会の活動もこれからとなります。
30 日は鈴木ガバナーの公式訪問ですが、３RC 合同であり
事前会議も各 RC 会長・幹事での対応となりますので、ク
ラブ個別としては本日がクラブの様子をご覧いただく素
晴らしい機会と思います。ロータリー経験の豊富なガバナ
ー補佐より是非、お話しやアドバイスをいただければと思
います。
さて先週の 4,5 日と友好クラブであります平塚 RC の年
度初めの例会に総勢 7 名でお邪魔して参りました。宿泊は
箱根「ホテル河鹿荘」、翌日は三島に移動し鰻の名店「桜
家」、そして米山梅吉記念館で墓参り、平塚に戻って平塚
七夕まつりの見物と懇親会で親睦を深めて参りましたが、
これも佐々木友好クラブ委員長と平塚商工会議所・常盤会
頭との太いパイプがあってこその素晴らしい行程でした。
そういえば出発の日の新花巻駅で、こんなことがありまし
た。待合室に史昭君と典克先生が先に来ていたので挨拶。
彼らはもちろん座ったままでしたが、その直後、到着した
滝田さんには二人すっと立ち上がり直立不動の姿勢で「お

はようございます！！」…。この差はいったい何なんだ？
と典克先生に聞いたところ、「先輩なんで…」。「一応オイ
ラも年上なんだけど・・・」「いやぁ JC の先輩なんで・・・」
「JC じゃなヶれば先輩じゃない？そういえば史昭君なん
て、JC 先輩の一郎君には“一郎さん”、一郎君の一個上の
私には“鹿討君”・・・ひどい差別だと思わない？」と朝か
ら絡みまくりました（笑）。～以降省略～

①木村ガバナー補佐の公式訪問ありがとうございました。
身体に気を付けて一年間、御活躍下さい。②33 年の出席
バッヂ頂戴しました。また一年間楽しく過ごさせて頂きま
す。
≪ 橋川秀治≫
幹事としての初仕事が木村ガバナー補佐をお迎えしての
例会前の会議で緊張しました。まだまだ不慣れですが、温
かく見守ってください。
≪ 上田穣≫
◆木村ガバナー補佐
いよいよ木村ガバナー補佐の活躍が始まりました。第 1
公式訪問
回目の訪問が花巻 RC ということに感慨深いものがありま
す。今年一年よろしくお願いいたします。また、平塚では
【講評】
息子夫婦が大変お世話になりありがとうございます。よろ
改めまして木村清且です。
こんで帰って来ました。
こういう席で、こういう立
≪ 佐々木史昭≫
場で話をするというのは
先週木金土の 2 泊 3 日で、平塚ロータリークラブ例会の
初めてですし、この花巻ロ
メーキャップ、米山梅吉記念館の見学、湘南ひらつか七夕
ータリークラブが最初で
まつり見物に会員 8 人で行って参りました。平塚ロータリ
あります。～中略～
ークラブの清水裕会長、常盤卓嗣商工会議所会頭はじめ多
「世界をつなぐ」というこ
くのメンバーのみなさまにお世話になり、大いに交流を深
とで、もう 30 年も前になるかと思いますが、自分の事務 めることができました。
所を開いた時に思ったのが、世界に向けて童話で街をつな ≪ 藤田勝敏≫
ごうという「メルヘン街道」の構築をしました。
ガス業界の東北地区の役員会出席の為、これから仙台出張
～中略～
です。申し訳ございませんが、例会欠席となります。よろ
鈴木ガバナーの考えと皆さんと「つなぐ」ように、（鈴木 しくお願いします。
ガバナーと）共通の考え方をもって接すればいいのかなと ≪ 阿部一郎≫
思っております。～中略～
木村ガバナー補佐、本日はお忙し中訪問頂きありがとうご
「ぬくまる食堂」は貴重な活動で非常に大事だと思います。 ざいます。今年度は何かと忙しい 1 年となると思いますの
す ご い 量 の 活 動 を し て お ら れ る よ う で す の で 、 ぜ ひ で、体に気を付けて最後まで頑張って下さい。高橋様、メ
2019-2020 年度のロータリクラブのロータリー賞にノミ ーキャップありがとうございました。
ネートしたらどうでしょうか。こういった活動をこども達
の為に広げていくことに非常に感銘を受けました。
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
【以下省略】
7 月 4 日～5 日 平塚 RC 訪問

◆出席報告

32 人中 14 人出席

出席委員会

出席率 51.8％
前回修正 74.0％

メーキャップ

7/4（木）.7/5（金）平塚 RC 例会・懇親会
橋川秀治君・鹿討康弘君・佐々木史昭君・三田望君・
高橋典克君・吉田和洋君・滝田吉郎君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪ 木村清且≫
BOX します。
≪ 高橋嘉信≫
新しい年度が始まりました。これからもメークアップでお
世話になります。
≪ 吉田和洋≫
木村ガバナー補佐の公式訪問歓迎致します。宜しくお願い
致します。先週、平塚ロータリークラブへ訪問し楽しい時
間を深～く過ごしてきました。感謝です。
≪ 鹿討康弘≫
木村ガバナー補佐、本日はありがとうございました。日曜
日、5 才の孫を連れて新幹線で仙台・楽天球場に行って参
りました。初めての新幹線と野球場を味わった孫は終始ご
機嫌で「野球場、気に入った！！」と、とても喜んでくれ
ました。人が喜ぶ姿を見るとこっちまで幸せな気分になっ
て、ずっと笑顔の小旅行でした。
≪ 三田望≫

