
 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 RI月間テーマ「新役員就任」 

第3150回例会    2019年7月２３日(火) 
 

 
                                            
・ハイライトよねやま Vol.232 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 
・8/30（金）ガバナー補佐杯ゴルフコンペのご案内 

〔花巻北 RC 会長 鎌田憲幸〕 
・第 7 回花巻市社会福祉大会に係る後援（名義使用）に
ついて（依頼） 

〔社会福祉法人花巻市社会福祉協議会 会長 髙橋 照幸〕 
・「盛岡いのちの電話広報 120 号」及び「事業要覧」等
の送付について 

「社会福祉法人 盛岡いのちの電話 理事長金澤弘幸」 
・2019-20 年度活動計画書・2018-19 年度活動報告書                     

〔花巻北 RC〕〔北上和賀 RC〕 
・市民憲章運動推進第 54 回全国大会（佐倉大会）のご 
案内について〔市民憲章運動推進協議会 会長 三田望〕 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

■会長の時間（３/48） 鹿討康弘 君 ＊＊＊＊ 
□概要 
今日は何といっても大船渡の
佐々木投手の話題から。浅沼君
が代表を務める「えふえむ花
巻」では今夏は球場にリポータ
ーを派遣。車で聴いていたら花
巻球場・第二試合にも拘らず、
朝 8：30 の時点で既に球場駐
車場は満車だったようです。バ

ックネット裏にはスピードガンを持った明らかにスカウ
トとおぼしき数名の方もいたようです。日曜の夜に嫁と
居酒屋に食事に行ったときにたまたまお隣に台湾からの
カップル。話を聞いたら台湾からわざわざ佐々木投手を
観に来たらしい。【以後省略】 
 
 
 

 
阿部一郎 エレクト 
皆さんの協力によりスムーズな運営を出
来たのかなと思っております。決算はよう
やく先週出来まして、承認頂ければ、GO
をかけて印刷しようと思っております。 
 

藤原喜子 出席委員長 

出席率を上げるべくメーキャップを使い
ながら、なるべく 100％に近い率をまず自
身がやらなきゃなと思います。例会出席へ
の働き掛けも頑張りたいと思います。 

川口 悟 親睦委員長 

昨年も非常に充実した親睦会運営をされて
いました。昨年からの良いところは引き続
き踏襲して頑張りたいと思いますし、余談
等のお話もしながら、是非和気あいあいと
親睦を深められる会にしたいと思います。 
 

藤田勝敏 ニコニコ BOX 委員長・社会奉仕委員長 
ニコニコBOXの方は今年も120万円という
目標ですので、是非目標を達成して、充実
した活動を展開できるように、自ら頑張り
ます。皆さまのご協力を宜しくお願い致し
ます。社会奉仕の方はぬくまる食堂中心の
活動になるかと思います。今年は委員長と
して積極的に関わりたいと思います。 

吉田和洋 青少年奉仕大委員長(委員長)・ 
雑誌・広報委員長  
今年度はぬくまる食堂がメインになるよう
な感じですので、社会奉仕委員会とか国際
青少年奉仕とか連動しながら一緒に努めて

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム   進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員

会 

◆314９回 例会の概要 

 

□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 
□ゲストスピーチ さくらや花巻店 代表  多田真弓様 
□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 
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まいりたいと思います。雑誌・広報委員長も務めていま
すが、そのような活動を対外的にも発信できるように、
花巻ロータリークラブの活動が目に見えるように発信で
きるように努めてまいりたいと思いますので、宜しくお
願い致します。 
 

谷村 繁 国際奉仕委員長【代読】 

国際奉仕委員会は 8 月下旬より長期交換留学生ジェッシ
ー・ベーコンさんとの交流促進支援をおこないます。本
日は北東北限定・個数限定販売の大谷翔平バージョンの
ドリンクをサンプリング致します。 
 
笹木賢治会場監督副委員長 
会場監督の方は前やったことがあります
ので、精一杯会場を盛り上げるように努力
してまいりたいと思いますので、優しくご
支援お願い致します。 
 

橋川秀治 クラブ会報委員長 
クラブ会報委員長をやっておりますけれど
も、実質的に会報を作っているのは会長な
ので大変な時は言ってください。楽しい会
報作りを行いたいと思います。 
 
 

佐々木史昭友好クラブ委員長 
７月早々に平塚に行って参りまして、今年 
のメイン事業をまず一つ終えた状況でござ 
います。ホットスプリングス・ビレッジさ 
んとも、状況を見ながら、しかるべく対応 
をしていければなと、思っております。 
 

阿部一郎会員増強委員長 
何回か集まって頂く機会を設けようかなと
思っております。会員として例会に出て頂
ける会員を見つけていきたいと思います。 
 
三田望ロータリー情報委員長 
昨年は一回しかファイアー 
サイドミーティングが出来 
なかったので、今回は 3 回以上やりたい 
なと思っておりました。会長さんと各委員 
会の目標設定がズレないよう行っていき 
たいと思います。 
 
浅沼幸二人間尊重委員長 
２年連続で人間尊重委員長になりました。
今年は去年できなかった「花巻ロータリー
カップバレーボール大会」を開催したいな、
と思います。 

 
伊藤隆規米山奨学会委員長 
振り返ってみますと去年はいろいろな方と
お会いできて良かったです。そういう意味
で今年も、積極的に研修に出たいと思いま
すし、財政支援も皆さんとご相談しながら
進めて参りたいと思います。 
 
 
阿部一郎花巻 RC 奨学生副委員長 
佐藤良介委員長の元、奨学生に必要な応援 
をしていきたいなと思っております。 
花北高校の奨学生は非常に優秀な方々が多 

いものですから、安心して見ていられるかなと思います。 
 
 
 

32 人中 15 人出席  出席率  60％ 
    前回修正 72.0％ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
≪鹿討康弘≫悲願であった母親の「ゴミ部屋」の大掃除
を奥さんと二人、二日間で終わらせました。あまりの汚
さに奥さんが寝込んでしまいそうです。 
≪阿部一郎≫   
先週で総会関係が終了し、ようやく酒を抜ける日々が続く様
になれます。ロータリーも本日は各委員長の抱負、決算・予
算の上程と、本格的に今年度がスタートしました。会長の思い
が達成できる一年となる事を祈念します。 
≪立花徳久≫  
先週はお休みしました、すみません。1 週間息子と北海道へ
2 人旅をしてまいりました。良い思い出になりました。そして今
回は早退します。吉田君よろしくお願いします。 
≪佐々木史昭≫  
先週のウインブルドンテニスでは、ジュニアの部で日本の望
月慎太郎君が、見事、日本人初めての優勝を果たしました。
男子シングルス決勝戦のあと、NHK で望月選手のプレーを
放映していて、食い入るように見てしまいましたが、錦織圭に
負けずとも劣らない素晴らしい才能に日本のテニス界の隆盛
を感じました。 
≪橋川秀治≫  
昨日はマリオス 18Fで谷村さん、やまそうさんと多数の女性ボ
ランティアと一緒に病児保育全国大会でバルーンアートのワ
ークショップ講師をやりました。大会長の山口パストガバナー
が朝イチで現れて、私の鼻に赤いスポンジをつけてくれまし
たが、ピエロというよりアンパンマンの様でウケました。 
≪稲田典之≫  
明日 17日午後 6時から鳥谷崎神社の夏祭りです。茅の輪(ち
のわ)をくぐって罪穢れ(けがれ)を祓いにいらして下さい。 
≪藤田勝敏≫  
ゴルフの支出を控え、今年度目標 120 万円達成に向け、頑
張ります。皆様の御協力、よろしくお願いします。 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
※病児保育全国大会バルーンアート  大人気の谷村講師♡ 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告           出席委員会 

メーキャップ 
7/９（木）ぬくまる食堂 

橋川秀治君・鹿討康弘君 
 
 

やまそうさん大活躍！ 
主催の山口 PG 
笑顔の頭にはタコさん♪ 


