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◆3154 回 例会の概要

■会長の時間（7/48）

鹿討康弘 君

進行：会場監督 S.A.A

◆例会プログラム

□開会点鐘
鹿討会長
□国歌斉唱
□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
□慶 祝
□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

えびのチリソース（スクランブエッグ入り）
昨日、グランシェールで「稲田宮司神職身分浄階 1 級昇進
祝賀会」が盛大に開催され、RC 会長として出席させて頂
きました。1 級という方は県内では 6 名しかいらっしゃら
ないということで、とても重要な役職だと知りました。
花巻 RC の誇りであり、本当におめでとうございました。

・米山梅吉記念館 館報 賛助会ご入会のお願い
〔公益財団法人米山梅吉記念館 理事長 積 惟〕
・令和元年度ホットスプリングス市民訪問団の歓迎交
流会について（ご案内）
〔公益財団法人 理事長 佐々木史昭〕
・9/8(日)[END POLIO NOW](ポリオ撲滅)チャリティ
ーゴルフコンペ開催のご案内締切り延期のお知らせ）
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 18 号
の配布および友好都市十和田市を訪れる花巻市民ツア
ーについて（ご案内）
〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕
・10/27（日）第 2 分区 インターシティミーティング
花巻南のご案内
〔花巻南ＲＣ会長 千葉 功〕

◆今後のプログラム・その他の予定
9/10(火)

会員卓話

本舘病院 院長 高橋 典克 君

9/10(火)

ホットスプリングス訪問団歓迎夕食会
主催：花巻 RC
バタローネ 18:00

9/12(木)

ホットスプリングス市民訪問団歓迎交流会
主催：花巻国際交流協会 紅葉館 18:30

9/14(土)平塚市・花巻市友好都市提携 35 周年記念式典
主催：花巻市友好都市交流委員会 ｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ 13:30
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

９/10-15 ホットスプリングス市民団来花予定

◆クラブフォーラム＜会員増強月間に因んで
阿部エレクト（会員増強委員長）
会員増強委員長ということで、
土曜日に盛岡のメトロポリタンで
行われました、会員増強・公共イ
メージ向上セミナーに出席致しま
した。
今年は盛岡でしたので、来年は
仙台での開催となるようです。
次のエレクトさんは宜しくお願
い致します。内容をご説明させて
いただきます。
クラブの現状を評価していく、次にクラブのビジョン
を描く、入会の魅力を高める、会員の積極的参加を促す、
クラブの戦略的計画の立案という、何年か先をみてこの
クラブをどうしたらいいのか、どのようになっていった
らいいのかというのを見据えてやっていったほうが良い。
増員計画はなるべく早く出した方がいいとの話を頂きま
した。退会者をどうしたらいいか、女性会員が入らない、
若い人たちが出てこない、等悩みはみなさん同じくお持
ちなんだということで、パネルディスカッションやアン
ケートで問題点として発表されておりました。
＜以降省略＞ 報告詳細は HP「メンバーズサイト」を
ご覧ください。
http://www.hanamaki-rc.com/mem
URL⇒ bers_only/houkoku.20190827-ia.pdf

◆長期派遣生

ジョシー・ベーコンさん紹介
佐々木史昭君

長期交換生で 1 年間花巻に滞在し
ます、最初 3 カ月は花巻 RC です。
これから花巻北高校に通い、バレ
ーボール部の練習に参加します。
セレナが使っていた自転車をその
まま使って通学する予定です。あ
まり 日本 語 は 得 意で はな いです
が、頑張ってくれると思います。
私の名前はジョシーです。アメリ
カのカンザスから来ました。16
歳です。ソフトボール、バレーボ
ール、バスケットボールが好きで
す。私が住んでいるのはカンザス
のニュートン市、人口 2 万人程の
ところです。お父さんはミドルス
クールで体育の先生をしていま
す。お母さんは助産師で病院で働
いています。姉が二人います。
Q：花巻への第一印象は？
花巻の人たちも優しいし、マルカン大食堂で食べたソフト
クリーム、ラーメンも美味しかった。眺めも良かったのが
印象的でした。
Q：好きな食べものは？
お母さんが作るカンザスの家庭料理（ビーフ・ポテト・チ
ーズ・グリンピースを重ねて焼いたラザニアみたいなも
の）とパスタサラダが好きです。
・・・等々、質問が上がりました。

◆出席報告

32 人中 18 人出席

出席委員会

出席率

66.6％

前回修正 74.0％

メーキャップ
8/4（日）豊沢川クリーン作戦
鹿討康弘君
8/21（水）ファイヤーサイドミーティング
鹿討康弘君・三田望君・滝田吉郎君・
阿部一郎君・吉田和洋君・戸来昭浩君・
宮腰賢一君・藤原喜子君
8/23（金）花巻市内 3ＲＣ合同会長幹事会
鹿討康弘君・橋川秀治君
8/24（土）会員増強・公共イメージ向上セミナー
阿部一郎君
8/24（土）来日生ホストファミリー引き渡し式
佐々木史昭君

■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≫
昨日、「稲田宮司神職身分浄階 1 級昇進祝賀会」に行って参
りました。稲田さん改めておめでとうございます。ようこ
そジョシ―・グレース・ベーコンさん。これから楽しい一
年間になることを願っています。
≪ 阿部一郎君≫
ジョシ―・ベーコンさん、ようこそ花巻へ。一年間の留学
生活が始まります。楽しくいっぱい想い出を作って下さい。
元気に頑張って下さい。
≪ 橋川秀治君≫
ジョシ―!!ウェルカム トゥー ハナマキ ロータリー!!
エンジョイ・ウィズ アス！
≪ 三田望君≫
ジョシ―・ベーコンさん ようこそ花巻へ。楽しい一年間を
送ってくれる事を期待しております。阿部一郎さん、フォ
ーラムご苦労様。５名以上の増強を目指しましょう。

≪ 佐々木史昭君≫
先週土曜日より、地区青少年交換委員会のオリエンテーシ
ョンを経て、盛岡にフランスからイレーヌ、花巻にカンガ
スからジェシー・ベーコン、仙台にフロリダからデイビッ
トと、ミネソタからアネルの 2 名。合計 4 名が第 2520 地
区に一年間滞在します。日本語はまだほとんどわからない
ジェシーですが、皆さん宜しくお願いします。
≪ 吉田和洋君≫
Welcome to Hanamaki ジョシ―・ベーコンさん、花巻
での生活を楽しんで下さい。暑い夏は過ぎたけど、冬は寒
いですヨ。
≪ 佐藤良介君≫
ジョシ―・ベーコンさん、ようこそ花巻へ。心から歓迎致
します。一年間花巻北高生として、花巻での高校生活を楽
しんで下さい。24 日、25 日の 2 日間イーハトーブフォー
ラムを開催しました。お天気にも恵まれ光と音のページェ
ント、花火ファンタジーは近年にない人出で花巻ならでは
の花火を堪能して頂きました。また、第２２回イーハトー
ブの里ツーデーマーチも全国多くのウォーカーに各地から
参加頂き、ウォーキングと花火を楽しんで頂きました。
≪ 笹木賢治君≫
今月の 22 日で 64 才になりました。誕生日のボックス遅く
なりすみませんでした。
≪ 上田穣君≫
先日、本当に久しぶりに北上川河川敷に花火を見に行きま
した。近くで見る花火に感動しましたが、JC を代表してあ
いさつをした息子の話にも感動しました。親バカまる出し
ですみません。
≪ 藤原喜子君≫
先週は、年バッジを頂戴し、身が引き締まる思いでした。
これからも末永く宜しくお願い致します。また、鹿討会長、
三田前会長はじめ諸先輩方にファイヤーサイドミーティン
グにてロータリークラブの歩みを教えて頂き本当に有難か
ったですし、楽しかったです。そしてジョシ―・ベーコン
さんようこそ花巻へお越し下さいました。一年間どうぞ宜
しくお願いします！！
≪ 藤田勝敏君≫
来週の例会は取引先コンペ(花巻温泉)参加の為欠席となり
ます。申し訳ありません。現在、参加ゴルフコンペ 2 連覇
中です。3 連覇目指します。
≪ 稲田典之君≫
昨日は私の昇級祝賀会に鹿討会長のお出ましを頂き有難う
ございました。改めて感謝申し上げます。
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。

8/30 第 2520 地区第 2 分区木村清且Ｇ補佐杯ゴルフ
於：北上ＣＣ（花巻・北上のＲＣ28 名参加）
団体優勝：花巻北 RC
（平均：85.7）
個人優勝：浅沼 86、
2 位：谷地 88、3 位：河邉 83
花巻 RC 5 位/６ＲＣ
吉田 92 鹿討 110 橋川 122
雨の中、お疲れ様でした！花巻
北上の親睦が図れました。
風の季での表彰式では木村
Ｇ補佐から各クラブへの贈物
も戴きました。

2019-20クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏
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