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第 3173 例会

2020 年 01 月 21 日(火)
ホテル花城

◆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
□ゲストスピーチ
花巻北 RC 国際奉仕委員長 佐賀忠臣様
□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

◆幹事報告

幹 事

・ホノルル国際大会
日本人親善朝食会についてのご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト伊藤智仁〕
・2019-20 年度下期普通寄付金のお願い
〔
（公財）ロータリー米山記念奨学会〕
・ハイライトよねやま Vol.238
〔
（公財）ロータリー米山記念奨学会〕
・国際ロータリー人頭分担金について
〔国際ロータリー日本事務局〕
・4/8(水)意見交換会開催のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕
・2020-2021 年度地区役員 委嘱状
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト事務所〕

◆今後のプログラム・その他の予定
1/28(火) 市内 3ＲＣ合同新年会
2/ 4 (火) 慶祝
2/11(火) 休会 建国記念日(定款第 6 条)
2/18(火) ｱｰﾙ ﾍﾟｲｻﾞﾝ ﾜｲﾅﾘｰ工場視察 13：30～
（夜例会 18：00～ホテル花城
ゲストスピーチ 悠和会 佐藤和也様）
2/25(火) クラブフォーラム
RI 創立記念日にちなみ 国際奉仕委員会
3/ 3 (火) 慶祝・クラブ協議会 次年度各委員選出
阿部エレクト

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

◆3172 回 例会の概要
◆例会メニュー
カキフライ
～タルタルソース～

■会長の時間（23/48）鹿討康弘 君
2 月 11 日のわんこそば大会に平
塚 RC の皆様と参戦するに備えて、
今月から例会のご飯を大盛にして
おります。
さて昨日は伝統ある花巻 JC の賀
詞交換に花巻 RC 会長として招かれ
て参加して参りました。私は JC 出身
者でもないので初めての体験でしたが、新理事長の藤田
甲之助さんの所信表明演説に驚きました。約 15 分間、全
く原稿も見ずに語ったわけですが、詳細な説明もあり、た
だ丸暗記というより、時に情熱的に、まるで舞台役者の長
台詞のような出来栄えで見事なもんでした。OB である阿
部一郎さんに「昔からですか？」と尋ねたら「昔は適当だ
った。いつからか、あんなになってしまった」と笑ってい
ました。これからの JC 理事長候補は暗記が得意か、役者
志望の人しか務まらないと思った次第です。
懇親会のアトラクションでは吉本芸人「レギュラー」の
二人が楽しませてくれました。

◆クラブ協議会前期事業報告
クラブ奉仕大委員長
阿部一郎君
重点項目として、出席率の向
上・ニコニコ BOX120 万円・新
入会員純増 5 名・正しい有益な
クラブの運営の推進をあげて
おりました。現在達成可能圏内
はニコニコ BOX となります。このペースで行くと、120
万円達成できると思います。
例会出席率については、どうしたら出席率が上がるの
かというところで、私は例会自体、出席して楽しいと思っ
ておりますが、会員の方でも出席しづらくなっている方
もいるのではと思います。そこを何とかしていかなけれ
ばと思っております。やはり「入会したら例会に出席でき

る会員」を勧誘していかなければならないなと思ってお
り、20～30 名で会を回せるようにしていきたいと考えて
おります。
新入会員の方は現在 1 名（再入会）が決まりました。
他にも声かけをし、勧誘して参ります。皆さんも積極的に
ご協力をお願い申し上げます。

職業奉仕大委員長
稲田典之君
職業奉仕の方は伊藤誠一郎委
員長・前田毅副委員長と強力な
方々で成ってなります。前期は特
段の事はございませんでしたが、
ただ「職業奉仕月間」は今月であります。月間にとらわれ
ずゲストスピーチ等、会長主導のもと積極的に行ってい
るのではないかと思います。
職場訪問を計画しており、月間の今月ではなく来月に
「アールペイザンワイナリー」工場視察が実現する運び
となりました。是非とも多くの皆さんに参加頂きたいと
思います。よろしくお願い致します。

社会奉仕大委員長
滝田吉郎君
社会奉仕委員会としまして
は、ぬくまる食堂運営支援と
いう事で力を入れるというこ
とでしたが、私はアカデミー
くらいしか参加出来なかった
のかなというところした。橋川先生を始め高校生の方達
も先生として教えてくれているので、とてもいい事業だ
なと思っております。
後半は浅沼委員長を中心にバレーボールにも力を入れ
て参りますので、皆さんにもご参加いただきますようお
願いいたします。

青少年奉仕大委員長
吉田和洋君
前半の活動ですと、花巻ロー
タリー奨学生で奨学金を新入生
1 人にお渡ししております。今
度 3 月の卒業式が終了したら、
3 年生の前で報告会というがあ
ります。こちらは委員長、佐藤良介君のお仕事となります
ので幹事、よろしくお願い致します。例年では 3 月中頃
の予定となっております。
青少年奉仕としては滝田大委員長もお話しておりまし
た、バレーボール「ロータリーカップ」の協力などもあり
後半の方で力が入ってくるのではないかと思います。

◆出席報告
32 人中 13 人 出席

出席委員会

出席率 52.0％

前回修正 64.0％
メーキャップ
1/7（火）ガバナーエレクト会議
吉田和洋君
1/11(土)キッズイングリシュ
谷村繁君・橋川秀治君
1/13（祝・月）
花巻青年会議所 2020 年度賀詞交換会
鹿討康弘君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪藤田勝敏君≫
これから、仙台出張です。1～2 月は新宴会（業界）の
連続で魔の 2 カ月です。ロータリー優先としますが、
欠席の場合はご容赦ください。
≪谷村繁君≫
1 月 12 日、小学生英語の講師をつとめましたので、
講師料をボックスします。ジョシーさん、橋川さん、
ご協力ありがとうございました。
≪吉田和洋君≫
年初めカーラが花巻にきて、次女と友達と 3 人でお好
み焼きに行って楽しい時間を過ごした様です。カーラ
の日本語理解力が更にバージョンアップしていたの
で驚きでした。
≪佐々木史昭君≫
今週末に 2520 地区の青少年交換生向けの第 2 回オリ
エンテーションが土日の一泊宿泊研修として行われ
ます。私は今回は引率しなくてもよいのですが、初め
ての団長さんが現地でトラブルに巻き込まれること
のないように、しっかりと段取りを付け、交換生が有
意義な体験ができるように短期委員長として責任を
全うしたいと思います。
≪橋川秀治君≫
土曜日は谷村さん、ジョシーと紫波のキッズイングリ
ッシュでこども達の笑顔に元気を頂きました。明日の
ぬくまるアカデミーでもこども達に楽しんでもらう
ために頑張ります！！
≪阿部一郎君≫
前期はなかなか会員増強をはかることが出来ず反省
しております。現在数名に声を掛けていますが、まだ
入会につながることが出来ないでいます。メンバーの
皆様にも情報がありましたら、よろしくお願い致しま
す。
≪鹿討康弘君≫
「マルカン大食堂の贈り物」先行上映会＆コンサート
が 12 日に行われました。200 名以上を目標に実行委
員として頑張りましたが、チケット販売数だけで 390
枚、小学生以下無料でしたので推定 400 名は超えたと
思っております。皆様ありがとうございました。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。
2019-20クラブ会報委員会
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