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第 3152 回例会
2019 年 8 月 6 日(火)
≪ 長期交換派遣生 報告・壮行会≫
ガーデンリゾート 悠の湯 風の季
◆例会プログラム
第1部

進行：会場監督 S.A.A

例会 17：20-17：30

開会点鐘
国家斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
ゲスト紹介
本日のプログラム、メニュー
会長の時間
幹事報告および委員会報告
閉会点鐘
第2部

鹿討会長

幹事
親睦委員会
鹿討会長
幹事
鹿討会長

派遣生報告・壮行会 17：30-19：55

開会の言葉： 花巻 RC 幹事
橋川 秀治 君
会長挨拶 ： 花巻ＲＣ会長
鹿討 康弘 君
校長挨拶 ： 花巻北高等学校校長 菅野 慎一 様
地区青少年交換短期委員長挨拶 ： 佐々木 史昭君
長期交換派遣生帰国報告 ：
小田島 碧海さん
長期交換派遣生挨拶 ：
藤舘 英梨菜さん
激励の言葉 ：
花巻南ＲＣ会長 千 葉 功 君
花巻北ＲＣ会長 鎌田 憲幸 君
留学支援目録贈呈：花巻ＲＣ国際奉仕大委員長
上 田 穣 君
：花巻南ＲＣ会長 千 葉 功 君
：花巻北ＲＣ会長 鎌田 憲幸 君
乾 杯

花巻 RC 会長エレクト

中締め ： 花巻ＲＣ直前会長
閉会の言葉花巻ＲＣ幹事

◆幹事報告

阿部 一郎 君
三 田 望 君
橋川 秀治 君

幹 事

・RYLA のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕
・
「寄付・認証 ロータリークラブの手引き」の
2019-20 年度版について
〔国際ロータリー日本事務局財団室〕
・公式訪問の御礼状

〔ガバナー事務所〕

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

◆今後のプログラム・その他の予定
8/13(火)
8/20(火)
8/20(火)
8/23(金)
8/27(火)

休会 お盆休み
理事会/3153 回 慶祝/財団セミナー報告
第一回 ファイヤーサイドミーティング（花城）
3RC 会長・幹事会①（一平）
クラブフォーラム
会員増強委員長
担当：阿部エレクト
9/3 (火)
慶祝
9/10(火) 会員卓話
本舘病院 院長 高橋 典克 君
9/17(火) クラブフォーラム：雑誌・広報 吉田委員長
9/24(火) ゲストスピーチ
児童養護施設 清光学園
高橋 一栄園長
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

◆7/30 例会前

3RC 合同クラブ協議会

◆3151 回 例会の概要
■会長の時間
花巻北 RC 会長 鎌田 憲幸君

ロータリーって何と聞かれたら、ポリオを絶滅させたの
はロータリアンであると胸を張って言っても良いと思い
ます。ロータリアンは毎年 36 万人ものポリオに罹ってい
た人を救ったんだと。
ただこの後が見えない。何をやったらいいのか見えない。
平和の問題もある、環境の問題もある、環境整備もある
水の問題も色々あったとしても、じゃあ何をしたらいい
のかというのが中々見えない。これが現実。ではどうし
たら良いのか、次世代のことを考えて若い人をロータリ
ーに入れて一緒に考えようというのが、今回のマーク・
マロニー会長の話です。～以降省略

◆出席報告
本日はガバナー公式訪問という事で、2520 地区鈴木ガバナ
ー、木村ガバナー補佐、鹿討花巻ＲＣ会長、千葉花巻南Ｒ
Ｃ会長と市内の多くのロータリアンをお招きし、この花巻温泉ホ
テル紅葉館にて合同例会を開催できることを非常に光栄に思
います。鈴木ガバナーにおかれましては、午前中、3ＲＣ合同ク
ラブ協議会において年度方針と目標をご審議・ご指導頂き、3
ＲＣを代表して御礼申し上げます。～以下省略～

ガバナー講評
RI 第 2520 地区

鈴木 賢 ガバナー

演台の前にある
大きなロータリ
ーマークですが、
6 月初めにハン
ブルグの世界大
会に行って参り
まして、会長が壇
上にこのマーク
を持って上がっ
て大会開始を宣
言するのを見て、
これは良いと思って、仙台に帰ってすぐに作って各クラ
ブの公式訪問に持って回っています。
～中略～1 月にサンディエゴでアッセンブリーを受
けて参りました。伊藤さんが今度の１月に行かれますけ
ど、あっという間の出来事だと思います。ここでは二つ
の大きな話がありました。
世界のロータリアンは 120 万人。ここのところずっと
増えてないんですね。新しい人も入るが辞める人もいる。
改善策についてマロニー会長からいくつかはなしがあり
ました。
もう一つはポリオの話。ロータリーが活動をする前は
36 万人の方が亡くなったり、麻痺に苦しんでいた。二年
前は 9 人、昨年は二十数人。あともう少し。
ロータリア
ンが世界中で
力を合わせた
ら、ここまで来
た。ただ、ポリ
オの後、120 万
人が同じベク
トルでやる活
動が何がある
のかというと
難しい。サンデ
ィエゴで国連
のユニセフの
事務局長が来て「ロータリーは世界最大の奉仕団体だ」
と・・。

32 人中 17 人出席

出席委員会

出席率 62.9％
前回修正 62.9％

メーキャップ
7/23（火）ぬくまる食堂
橋川秀治君・鹿討康弘君
7/25（木）伊藤 G エレクト年度 3RC 合同キックオフ総決起大会
橋川秀治君・鹿討康弘君・阿部一郎君・浅沼幸二君・
藤田勝敏君・笹木賢治君・稲田典之君・谷村繁君・上田穣君
7/27（土）地区ロータリー財団セミナー補助金セミナー
阿部一郎君
7/27（土）青少年交換派遣生壮行会・報告会
佐々木史昭君・橋川秀治君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪鹿討康弘君≫
鈴木ガバナー、加藤代表幹事、例会後に「ぬくまる食堂」の見
学も予定頂き、ありがとうございます。
≪阿部一郎君≫
鈴木ガバナー、加藤代表幹事、本日は花巻 3ＲＣ合同例会
にようこそ。今年度も始まったばかりですので、体調に気を付け
て 2520 地区を盛り上げて下さい。よろしくお願い致します。
≪立花典久君≫
鈴木ガバナー、花巻へようこそ。公式訪問ご苦労様です。今年
度の御活躍期待しております。
≪佐々木史昭君≫
先週土曜日、地区青少年交換委員会が主催で、1 年間の
滞在を終えて帰国した 4 名の交換生の帰国報告会とこれから
旅立つ 4 名の交換生の壮行会が仙台で行なわれ、花巻ＲＣ
で推薦した小田島碧海（まりん）さんと、藤舘英梨菜（えり
な）さんがそれぞれ立派なスピーチを行いました。とてもうれしい
時間でした。
ニコニコ・BOX へのご協力ありがとうございました

7/31 ぬくまるアカデミー
公式訪問後、鈴木ガバナー、加藤代表幹事、木村ガバナー補佐
に「ぬくまる食堂」の施設を視察して頂きました。
翌日のぬくまるアカデミーもプランクトンや結晶が見えたと子ども達の
歓声が挙がり、とても賑やかな会となりました。 ボランティア参加の
皆様、お疲れ様でした♪

