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2 月 RI 月間テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」

□2019-2020 年度 花巻市内 3RC 合同例会・新年会

第 3175 例会

◆3174 回 例会の部

23 日 RI 創立記念日

2020 年 02 月 04 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
□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

・商品価格の改定について
〔㈱オクトン〕
・次年度地区組織役員・委員の就任依頼
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナーエレクト
伊藤智仁〕
・ロータリー用品のカタログ
〔㈱フジマキネクタイ〕
・第 44 回地区年次大会 仮登録のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区ローターアクト
2019-2020 年度地区 RA 代表 佐々木 美穂〕

◆今後のプログラム・その他の予定
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 高橋和也様）
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
3/10(火) ゲストスピーチ
笑いのたねプロジェクト 代表 後藤誠子様
3/17(火) クラブフォーラム
ロータリーカップ実施報告(担当:社会奉仕委員会)
3/24(火) クラブフォーラム
花巻 RC 奨学生卒業報告

■主催会長の時間（25/48）鹿討康弘 君
本日は年に一度、市内 3 クラブの 会
員が一堂に会しての合同新年会であ
ります。50 名のロータリアンと当ク
ラブ菊の会の奥様方、長短期交換留学
生 6 名を含め、皆様何かとお忙しい中、
総勢 70 名の方々にお集まりいただき、
このように盛大な新年会を開催することができましたこ
とに、深く感謝するとともに、この機会をとても楽しみ
にしておりました。他クラブとの交流を大いに深めて頂
きたいと思います。

◆新年会の部

＊幹事会長あいさつ

鹿討康弘 君

海外の有名なことわざに「転がる石に
苔はつかない」という 言葉がありま
す。2016 年にノーベル文学賞を受
賞したボブ・ディランの「Like a
Rolling Stone」という名曲にもある
ように「常に誠実に活動している人
は停滞しない」というポジティブな意
味があります。われわれ地域のロータ
リアンは、地域社会のために、みんなで英知を集め、社会
貢献を行うことで「ロータリーの公共イメージ と認知度
の向上」を進めていけたらと日頃から思っております。そ
のためにも停滞することなく「転がる石のように」活動し
続けることが大切です。次年度は当地・花巻から待望の伊
藤ガバナーが誕生いたします。本日は伊藤智仁さんが、や
むを得ない事情により欠席ではありますが次年度地区代
表幹事の菊池忠彦君がメッセージを預かって参りました。
菊池君ご登壇ください。
＜メッセージ代読＞
菊池君ありがとうございました。もうすでに石は転がり
始めております。これでホストクラブ会長としての挨拶
を終わります。
伊藤智仁 RI2520 地区
ガバナーエレクトよりメッセージ
花巻市内３ロータリークラブ合同新年会の開催おめでと
うございます。
あいにく我が社の協力会総会と重なり出席できかねます
こと、お詫び申し上げます。
さて、先週は、サンディエゴで開催した国際協議会に参加
して参りました。ホルガ―・クナーク RI 会長エレクトが
発表した 2020-21 テーマは「ロータリーは機会の扉を
開く」(Rotary Opens Opportunities ロータリー
オープンズ オポチュニティーズ)でした。絵柄は、赤・
黄・青の 3 つの扉を向こう側が見えるように開いて並べ

たものです。私は、国際ロータリーは結成以来「誰しもが
価値ある人生を送ることの出来る社会を、中核的価値観
を兼ね備えた職業人達によって作る」ことをゴールに掲
げて活動してきたものと思っております。対応のひとつ
である昨今出現している衛星クラブ・E クラブ・パスポー
トクラブなどのクラブ形態も同じゴールを目指す限り、
これまでのしきたりに囚われること無く、仲間にしたい
という思いが、「扉を開く」という表現であると感じてお
ります。
近く地区ガバナーとしてロータリー
の目指す社会の実現に向けた行動を
開始致します。令和 2 年の始まりに
あたり、特にも足元で支えていただ
く皆様に協力いただくことをお願い
申し上げメッセージといたします。

＊開会のことば
花巻北 RC
鎌田憲幸君

＊乾

＊ロータリーソング「手に手つないで」

＊菊の会の皆様

杯

第 2 分区ガバナー補佐

木村清且君

＊記念撮影（ご来賓を交え 3RC 合同）
＊青少年長期・短期交換留学生紹介
青少年長期長期留学生
花巻北高 小田島碧海さん(2018-19)
花巻北高 ジョシー・ベーコンさん(2019-20)
花巻南高 佐藤優水さん(2020-21)

◆出席報告
32 人中 18 人 出席
青少年短期交換留学生(2019-20)
花巻北高 永田花野さん
花巻南高 高橋未愛さん
一関一高 梅村琴音さん
「
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出席委員会

出席率 64.2％

前回修正 78.5％
メーキャップ
なし

■ニコニコ・ボックス紹介
＊各クラブ新入会員紹介
花巻 RC は藤村弘之君
が入会致しました。

ニコニコ・ボックス委員会

≪阿部一郎君≫
3RC 新年会へようこそ、本日は楽しんでください。
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
委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏
編集責任者：鹿討康弘

＊次年度 2520 地区・分区体制、委員紹介

制作：(株)ウノーインダストリー

