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例会の概要

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
□クラブ協議会
年間事業報告 会長/幹事/会長エレクト
□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

例会メニュー
白金豚肩肉の
生姜焼き

■会長の時間（40/44）鹿討康弘 君

2 週に渡りオンラインでの ZOOM 理
事会、ZOOM ミーティングも経験しま
したが、やはりリアル例会で皆様方と
お会いできると自然に笑顔がこぼれま
す。オンライン会議で、モニーターに映
る、ひげ面の坊主頭で丸眼鏡にヘッド
フォーン姿の私は東京裁判で後ろから頭を小突かれた A
級戦犯の方に似ておりました(笑)。さて先週は花巻北高
で奨学生交付式を行って参りました。3 名の奨学生の皆
さんが将来の目標を語る姿に、間違いなく奨学金は大切
◆幹事報告
幹 事
に使われるだろうと確信いたしました。長年に渡る本事
業の継続に敬意を表したいと思います。また今週金曜日
・国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 ロータリークラブの皆様へ
〔釜石東ローターアクトクラブ一同〕 には、ひとり親世帯を対象とした食糧支援活動「ぬくま
る食堂・フードパントリー」を実施いたします。今月か
・例会の開催方法と出席について
ら月 2 回の事業となりますのでご協力をお願いいたしま
〔ガバナー事務所〕 す。
・6 月ロータリーレート
1 ドル＝108 円
〔ガバナー事務所〕 ◆新入会員紹介
・2020-21 年度 月信原稿のお願いについて
〔国際ロータリー第 2520 地区 代表幹事 菊池忠彦〕
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 21 号
の配布について
〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕
・フェイスシールド寄贈事業のご案内
〔RI 第 2760 地区ガバナー伊藤靖祐〕
・2020-2021 年度 地区大会開催に関するお知らせ
（変更）
〔国際 2520 地区 ガバナーエレクト 伊藤智仁〕

◆今後のプログラム・その他の予定
06/16(火)クラブ協議会
（年間事業報告 各委員会/地区/会計）
06/23(火)クラブ協議会
(新年度事業計画発表)
06/30(火)最終夜例会
(菊の会一部参加、ホテル花城)
07/07(火)新年度乾杯・慶祝・クラブ協議会
(会長/幹事/大委員長ほか)
07/21(火)未定
07/28(火)未定

花巻商工会議所
専務理事 市村 律(おさむ)君
阿部一郎君とは高校の同級生であり
ます。私には一人息子がおりまして、
宝息子だったんですが昨年の 4 月か
ら盛岡の方で働いており、今は家内
と二人暮らしです。唯一健在なのが義父になりますが、
宮守町で一人暮らしをしておりまして最近気弱になっ
てきているところもあるので、週末には通うようにして
大事にしなきゃいけないかなと思っています。私には 2
つ年上の兄がおり、稲田さんと同級生になります。
「自」
とかいて「ちなむ」といいます。私の名前が「律」と書
いて「おさむ」で兄弟で「自律」という由来だと母から
聞きました。今年の 3 月まで花巻市役所で 38 年間働か
せてもらいましたが、5 人
の市長に仕えまして、ご縁
があって花巻商工会議所
の伊藤専務理事の後任と
して承認いただきました。
今後とも宜しくお願い申
し上げます。

◆慶祝（5・6 月）
慶祝の皆様、
おめでとうございます。
（今回は休会が続いた為、5・
6 月まとめて行いました。
）

◆委員会報告
青少年交換委員会 佐々木史昭君
先週の土曜日（5 月 30 日）に地区の青少年交換委員会
が 3 カ月ぶりくらいに行われまして、出席してまいりま
した。
4 人の長期帰国生がいて、普通だと 4 人集まってホス
トクラブ・学校などの関係者が 40 人程集まるのですが、
今回は 20 人切るくらいの出席となりました。生徒の参
加は 1 人だけで、宮城県の宮城学院高校からミネソタ州
に行った子が父母・先生と一緒に参加してくれました。
ガバナーから修了証を授与され、他の 3 人に関しては
クラブに送られるはずです。届きましたら、こちらから
藤舘英梨奈さんへ長期プログラム授与式などをさせて
頂く形となると思います。年度がかわって 7 月の第 3・
4 週で都合の良い方で決めたいと思います。今回のプロ
グラムでは 8 月から 6 月まで滞在するところ、3 月で帰
国となってしまいましたが、英語は堪能になって帰って
来ているので、それなりに経験出来たのではないかなと
思っております。
一方で交換プログラムの再開はどうなるのか委員会
で話し合っておりますが、まず今年は難しいのではない
かなという見解が出ております。

◆出席報告

出席委員会

31 人中 15 人 出席
前回修正

出席率 60.0 ％

64.0％

メーキャップ
4/21（火）理事会
阿部一郎君・橋川秀治君・稲田典之君・吉田和洋君・
佐々木史昭君・藤田勝敏君・鹿討康弘君・
立花徳久君・三田望君・上田穣君・滝田吉郎君
5/19（火）オンライン会員ミーティング
阿部一郎君・橋川秀治君・稲田典之君・
市村律君・佐々木史昭君・藤田勝敏君・
藤原喜子君・鹿討康弘君・立花徳久君
5/26（火）花巻北高等学校奨学生交付式
佐藤良介君・鹿討康弘君・阿部一郎君
5/30（土）長期青少年交換留学生卒業証書授与式
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
≪阿部一郎君≫
5/11 結婚祝いのケーキ花城さんより届けてもらいま
した。家族で美味しく食べさせて頂きました。久しぶり
の例会です。今後途絶えることなく、続けていける事を
願うばかりです。5 月休会分も含めてボックスします。
≪滝田吉郎君≫
先月のお祝いのケーキありがとうございました。家族
みんなで美味しく頂きました。39 回目でした。
≪鹿討康弘君≫
久しぶりのリアル例会です。先週は花巻北高で奨学生
授与式に行って参りました。皆様修礼の夢を語る時の
瞳の輝きが印象的でした。残り 1 か月となり、菊の会
会長との関係も解消となります。少し淋しいこの頃で
す。
≪三田望君≫
妻の誕生祝い及び結婚記念祝いありがとうございま
す。お互い益々若い気持ちで暮らしましょうと言った
ら苦くないのね。と言われました。
≪藤田勝敏君≫
今年度の目標 1200 千円達成までもう少しです。残る
1 か月間、皆様のご協力をお願い致します。
≪橋川秀治君≫
みなさんとの元気な再会を祝してボックスします。
あまびえ橋川
≪立花徳久君≫
久しぶりに皆様の元気なお顔を拝見して日常の幸せを
感じました。結婚記念日のケーキ美味しく頂きました。
≪佐々木史昭君≫
先週 5 月 30 日土曜日、第 2520 地区青少年交換委員
会主催の長期帰国生へのディプロマ(修了証)授与式が
開催され全 4 名のうち参加した仙台の交換生 1 名に対
しその御家族と関係者約 20 名の立ち合いの元、授与が
行われました。藤舘英梨奈さんのディプロマも当クラ
ブに届き次第、7 月後半に授与式を開催するのが楽し
みです。
≪谷村繁君≫ HP 無し
5 月 1 の結婚祝ありがとうございました。
≪吉田和洋君≫
久々の例会、ホテル花城がある意味新鮮に感じられま
した。
・5 月誕生祝ありがとうございます。なんと今年で 56
歳になってしまいました。あっという間に 60 歳か？
・東京の大学生のはずの次女は 9 月迄こっちでオンラ
イン授業中。既に友達もできオンラインミーティング
もやっている様子。子どもの適応能力には目をみはり
ます。一部の教授がついていけてないことも。長女もテ
レワークで仕事のようです。
≪稲田典之君≫
誕生祝いありがとうございます。自粛生活のため超運
動不足で筋肉の減り体力も減退、少しずつ鍛えようか
な～と思っています。
≪藤原喜子君≫
先週オンライン会員ミーティングで画面越しにお会い
しただけでも、すごく興奮しましたが、本日改めて皆さ
んのお顔を拝見してとても嬉しいです♡市村専務理
事、花巻ロータリークラブにようこそ。大学 1 年の時
好きだった方が「オサム」さんだったのでお名前忘れま
せんよ。
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
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