
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 RI 月間テーマ「新役員就任」 

第 3151回例会    2019 年7 月30 日(火) 
≪３RC 合同鈴木ガバナー公式訪問例会≫  

            花巻温泉ホテル紅葉館 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
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 上田東一〕 
 

・ゲストスピーチの御礼 
〔さくらや花巻店〕 

 
・令和元年度「花南祭」開催について（ご案内） 

〔岩手県立花巻南高等学校 校長 菅原一成〕 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■会長の時間（4/48） 鹿討康弘 君 ＊＊＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「さくらや」は香川県高松市
で 2010 年に創業、創業者は
馬場加奈子さんという方で
自身がシングルマザーで 3
人の子育てをしており、学校
用品を揃えるのに大変な思
いをしたという経験から、同じ思いをしているお母さん
たちと一緒に創業した会社です。 
現在全国に４９店舗あり、ほとんどの店舗がお母さんが
一人で経営をしています。岩手では花巻店が第一号店で、

◆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 

◆3150 回 例会の概要 

 

全国的に大船渡の佐々木投手の話題で盛り上げっています 
が本日は準決勝です。奇しくも大船渡高校同窓会長の山口
さんと花巻東高校の同窓会長の滝田さんがこの会場で相ま
みえる偶然で、この会場も盛り上がっています。 
こうなったら決勝戦は球場の大半が大船渡を応援する完全 
アウエーの中で花巻東に優勝してもらいたいものです。 
（他、盛和塾、最後の世界大会の話・・・。） 
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ゲストスピーチ 

さくらや花巻店 代表  多田 真弓 様 

『 学生服 未来応援ファンド 』 

 

 

 

第 1 部  ガバナー公式訪問前の 3RC 合同クラブ協議会    
11:30～12:20 1 階 鶴泉の間 
（進行：木村清且ガバナー補佐） 
11：20  ガバナー お迎え 
11：30 開会  
(1) 会長挨拶 鹿討・千葉・鎌田 各会長 
(2) ガバナーご挨拶 鈴木 賢 ガバナー 
(3) 代表幹事ご挨拶 加藤 幹夫 代表幹事 
(4) 花巻 RC 本年度事業計画発表 鹿討 康弘 会長 
(5) 花巻南 RC 本年度事業計画発表 千葉 功 会長 
(6) 花巻北 RC 本年度事業計画発表 鎌田 憲幸 会長 
(7) ガバナー講評 鈴木 賢 ガバナー 
(8) 質疑応答 
 12：20 閉会 
 
第 2部 第 2520地区 鈴木賢ガバナー公式訪問 3RC合同
例会 12:30～13:30 1 階 巌鷲の間 

        （進行：岩井昌弘 花巻北 RC 会場監） 
(1) 開会点鐘 鎌田 憲幸 会長（花巻北 RC） 
(2) 国歌斉唱 
(3) ロータリーソング斉唱・四つのテスト(伴奏有) 
 ソングリーダー 高橋 智彦 君（花巻北 RC） 
(4) ビジター紹介 瀬川 賢孝 君（花巻北 RC） 
・RI 第 2520 地区  鈴木 賢 ガバナー（仙台北 RC） 
・RI 第 2520 地区  加藤 幹夫 代表幹事（仙台北 RC） 
・RI 第 2520 地区 第 2 分区 木村 清且ガバナー補佐 
（花巻北 RC） 
昼 食 

(5) 会長の時間（歓迎の言葉）鎌田憲幸 会長（花巻北 RC） 
(6) 出席報告  各 RC 委員長より 
(7) 幹事報告（代表報告）谷地 玄光 幹事（花巻北 RC） 
(8) ガバナー講評  RI 第 2520 地区 鈴木 賢 ガバナー 
(9) 記念品贈呈 鎌田 憲幸 会長（花巻北 RC） 
(10) ニコニコボックス紹介 各 RC 委員長より 
(11) 閉会点鐘 鎌田 憲幸 会長（花巻北 RC） 
※集合記念写真撮影 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海老と茄子のピリ辛炒め 

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 / ｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｿﾞｰﾄ「風の季」 
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月(花巻まつり期間)ホットスプリングス市民団来花予定 
 
 
 

Web 



東北でも仙台・八戸にしか店舗が無い状態です。 
普段は各家庭から買い取りをして販売していますが、

今回は各企業の社員様に家にある学生服の寄付をして頂
き、学生服をこちらで査定をして、査定額を内閣府の子
どもの応援未来基金の方に送金する活動のご紹介です。 
この基金に送金されたお金は全国の子ども食堂や子ど
もの支援をしている団体に、団体からの申込みがあった
場合に審査をして、通った団体がお金を受け取れる流れ
になります。 
この取組みに賛同して頂ける企業様を探しており、お

声かけ頂けますと、こちらで回収ボックスの設置を行い
ます。回収ボックスに２週間ほどの期限を決めて、社員
の方から、寄付を集める形になります。 

寄付を頂いた後は、査定をしてその報告書もお渡しし
ます。また、「さくらや」の本部の HP に、協力頂いた企
業様のご紹介と、来年「さく
らや」でムック本の発売も予
定しておりまして、そちらで
もこの活動の紹介もあり、写
真の掲載・企業様のご紹介を
させて頂こうと思っています
ので、是非ご協力頂きたいな
と思っております。 
                      
ハワイジュニア選抜サッカー交流会のお知らせ 

滝田吉郎君                                   
明日80名ハワイからジュニア
サッカー選抜チームが来花し
ます。新花巻駅前の「やまねこ
軒」でわんこそばで賑やかに歓
迎レセプションを開催いたし
ます。スポーツキャンプ村で二
日間、県内の子供たちのチーム
と交流をする予定です。時間が
ありましたら、ぜひ見に来てく
ださい。                      

                     
大船渡西 RC 山口康文君 

野球の話はしません。ロータ
リー歴は 25,6 年になります。
花巻はうちの女房の実家が石
鳥谷にあるもので、44,5 年前
からきています。大船渡高校
卒業して、東京に 6 年勤務し
て、当時は学生運動の時代で
して、ここでは言えないいろ

んなことがありました。仕事の方は、こちらの天下田団
地の時の仕事、宮澤賢治記念館、あと新渡戸稲造さんの
ところとか花巻でもいろいろな仕事をさせて頂きました。
県内でも 4,800 か所以上関わってきましたので、今後と
も宜しくお願い致します。 
                      
世界米山学友による『絆 in モンゴル』  

三田 望君                     
                      
いよいよ物好きなモンゴル訪問が

明後日に迫り、足掛け 5 日間行ってま
いります。 
初日はミヤ君（ミャクマルドルジ君）
と会って、二日目は国際大会、三日目
は草原に立ってきます。帰ったら、ま
た報告します。                      
                      
       
 

                                  
 
 

 
 

 
32 人中 16 人出席  出席率  61.5％ 

    前回修正 69.2％ 
 

 
 
 
 

 
≪鹿討康弘君≫  
本日は多田様、大船渡西 RC 山口さんありがとうござい
ました。会長の時間も 4 回目。テープ起こしの音声を聴
きながら「未熟な話し方」にがっかりしています。 
≪阿部一郎君≫   
さくらやの多田さん、本日は貴重なお話ありがとうござ
います。大変参考になりました。協力できる事があれば、
協力したいと思います。大船渡西 RC 山口様、花巻 RC 例
会参加ありがとうございます。大船渡高校の甲子園への
道、楽しみにしております。 
≪吉田和洋君≫  
間に合いませんでしたが、補助金 BOX します。 
≪三田 望君≫  
「さくらや」の多田さん、ようこそお出で下さいました。
精一杯応援させて戴きます。大船渡西から山口康文様メ
ーキャップありがとうございます。 
≪佐々木史昭君≫  
今年度の花巻市の姉妹都市派遣事業の対象となる 24 名
が決定し、本日から合計 6 計の事前研修が始まります。
10 月末に派遣、12 月 TOP の国際フェアで派遣報告が行
なわれます。花巻国際交流協会もこれから忙しくなりま
す。平塚ロータリー訪問の補助金(2,000 円)を加えて
BOX いたします。 
≪橋川秀治君≫  
多田様、とても意義のある活動と感じました。会社でも
呼びかけます。大船渡西 RC 山口様、野球も共に盛り上
がっているというご縁を感じます。これからも宜しくお
願い致します。 
≪滝田吉郎君≫  
24 日から 27 日、第一回ハワイ花巻ジュニアサッカー交
流会が開催されます。24 日夜は、ウェルカムパーティー
「わんこそば大会」で会長が食べます。みなさん応援よ
ろしくお願いします。 
≪大船渡西 RC 山口康文君≫  
BOX します。 
≪藤田勝敏君≫  
本日、急遽自社の防災訓練が 14：30 から実施される為、
ぬくまる欠席となります。大変申し訳ありません。 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 

 

■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   なし 
 

吉田君の娘さんが急遽浴衣で通訳！大活躍でした！ 


