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第 3188 例会
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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
新年度事業計画発表
□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

・2020-21 年度国際ロータリー第 2520 地区 公式訪
問事前のご連絡（お願い）
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト 伊藤智仁〕
・令和 2 年度花巻市民憲章推進協議会総会中止に伴う書
面決書の提出について（依頼）
〔花巻市民憲章推進協議会 会長 三田望〕
・会員増強・R 公共イメージ向上委員会 アンケート
〔2020-21-年度 ガバナー事務所〕
・地区ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー中
止のご連絡
〔国際ロータリー第 2520 地区
ガバナーエレクト 伊藤智仁〕

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

■会長の時間（42/44）鹿討康弘 君
「会長の時間」も残すところ今日を入
れて 3 回となりました。1 年前の今頃は
「交流分析」の話を取り入れながら、キ
チンと原稿を用意して「さすが！」とか
「大したもんだ」と皆さんをうならせる
ような“ロータリー会長らしい教養溢れ
る、しびれる話”をするつもりだったの
ですが･･･三田さんの「気負わず、短めに」とのアドバイ
スに従い結局は、原稿なしでノープラン･･･皆さんの貴
重な時間を取り留めもない話にお付き合いさせてしま
いました。さて今年度はコロナの影響による事業縮小で
予算が使われないこともあり、
「ポリオプラス」に寄付し
たらどうかと橋川幹事より提案がありました。会員一人
当たり￥1,000 で￥32,000 になりますが、いかがでし
ょうか？＜この後、三田さんの意見もあり承認されまし
た。ありがとうございました。＞

◆クラブ協議会
年間事業報告

各委員会

出席委員会委員長 藤原喜子君
いつも出席頂き、ありがとうございます。私も 100%
出席できなかったことや、なかなか来ていらっしゃらな
い方々にお声掛けする事が思うように出来なかったの
で、来年度は出席委員ではなくなりますが、積極的にお
声掛けするように心掛けていきたいと思います。1 年間、
メーキャップなど出席率に貢献頂きましてありがとう
ございました。

親睦委員会副委員長 藤田勝敏君
3 月に川口さんがご転勤で退会されましたが、一緒に
協力し皆さんのご協力を得ながら、Xmas 会や 3RC 合同
新年会など司会進行を行うことが出来ました。観桜会は
・2020-2021 年度 RLI 研修会 日程変更のお知らせ
〔国際ロータリー第 2520 地区 中止になりましたけれども、あとは最終例会があります
ガバナーエレクト 伊藤智仁〕 のでそちらの方は橋川さんへお願いしますが、もし何か
ありましたら副委員長として最後まで頑張りますので、
どうぞよろしくお願い致します。
◆今後のプログラム・その他の予定
1 年間ご協力ありがとうございました。
06/30(火)最終夜例会(菊の会一部参加、ホテル花城)
プログラム委員会委員長・
07/07(火)新年度乾杯・慶祝・クラブ協議会
会場監督委員会委員長 立花徳久君
プログラム委員会委員長として、今
(会長/幹事/大委員長ほか)
年はプログラム通りにはなかなか行か
07/21(火)未定
なく、そして 1 か月以上例会が開催で
07/28(火)未定
きませんでした。その反面、Zoom を
使ってオンラインミーティングという
◆3187 回 例会の概要
新たな試みが出来ました。現在個人的
にも使わせてもらっていました。
ちょうど今が新しい事への切り替わりの時期で世界
例会メニュー
的にもそのように感じます。私たちもそれに習いながら
赤魚の唐揚
生活して参りたいと思います。1 か月以上の空白の期間
があり、会場監督として思ったことは、
「会場監督はけっ
野菜あんかけ
こう楽しい」でした。自分の好きな通り進められ、そし
て油断している人に「4 つのテスト」を振るというとこ

ろが楽しみの一つでした。私自身としては非常に楽しく
やらせて頂きました。今年のような年は今後あまりない
とは思いますが、皆さんで乗り切れた事は非常に感謝し
ております。ありがとうございました。
クラブ会報委員長 橋川秀治君
今年度の会報は外部委託という事で、最初の方は鹿討
会長が自ら会報作成をしていらっしゃいまして、その後
会社の方が担当するという事で、大変楽な会報委員長を
務めさせて頂きました。ここ 3 年程は会報作成には携わ
っていますが、本当に一番楽をさせて頂いてありがとう
ございました。
休会時は会報が出せなかったので、休会時も会員の皆
さんに情報紙が出せればと思っていましたが、如何せん
どうやって配るのかという問題があり、今後の課題かな
と思っています。来年度も会報委員長を務めさせて頂き
ますので検討していきたいと思います。どうぞよろしく
お願い致します。
ロータリー情報員会会長 三田望君
私はみんなで集まってわいわいがや
がやと楽しい雰囲気を過ごすのが大好
きなので、これは年に 3 回以上はやろ
うということで決心しておりました
が、残念ながら年度末になってしまい
ました。特に年度後半はそれどころで
はない状況になってしまいましたが、逆にコロナが昨年
おきていたら台湾視察や平塚 RC との交流もなくかなり
制約をされていたのかなと思います。
いろんな思い出を作って下さいました会長・幹事へ、
感謝申し上げたいと思います。
職業奉仕大委員長 稲田典之君
活動を通して、各分野のゲストスピ
ーチをして頂きました。ほとんど鹿討
会長のご提案で叶うことが出来まし
た。職場訪問は社会福祉法人悠和会 ア
ールペイザンワイナリーを見学させて
頂きました。そして夜例会には醸造責
任者の高橋様をお招きしてご講話頂きました。
人間尊重委員会委員長 浅沼幸二君
花巻ロータリーカップ小学生バレー
ボール大会の開催計画は大会会場の使
用制限により開催ができませんでし
た。次年度に向けて計画の練り直しが
必要です。ぬくまる食堂の支援に関し
ては、会員の協力により支援が出来た
と思います。しかし、コロナの現況を考
えますと新たな支援の体制を検討が必要と考えます。
国際奉仕大委員長 上田穣君
今年の留学に関してはカウンセラーと
して三田さん、そして谷村さんと頑張
って頂きました。ありがとうございま
した。

国際奉仕委員長 谷村繁君
長期派遣生のジョシー・ベーコンさん
にキッズイングリッシュへ 3 回参加し
て頂きました。来年再来年とまた続け
ていければなと思います。コロナが世
界的に収束する事を願っています。

◆出席報告

31 人中

出席委員会

13 人 出席

前回修正
メーキャップ

出席率 52.0 ％

56.0％
なし

■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≫
夜の街にも徐々に人が戻ってきたようですが、
「じゃん
ご」は週末だけ若干増えてきた感じです。この際、週休
5 日にして金・土の営業だけにしようかなあと、ぼやい
ております。皆様お待ちしております。
≪阿部一郎君≫
この頃の毎週末、庭の草刈りをしています。なかなか外
出が出来ない中、良い運動になっていますが、体の疲れ
も感じるこの頃です。本年度もあと 3 回、最後まで頑
張りましょう。
≪橋川秀治君≫
バーチャル国際大会のウォーキングチャレンジ参加を
口実にスマートウォッチを購入しました。定期的に「ム
ーブ(動け！)」と振動しながらメッセージが出て鍛え
られています。
≪佐々木史昭君≫
今日はこの後めずらしく岩手県鉄構業界の活動が盛岡
でありますので、お昼ご飯を頂いたら失礼いたします。
今年度の鹿討会長のもとでの例会も残すところあと 2
回ですね。最後まで楽しませて下さい。
≪上田穣君≫
皆さん！コロナにめげず温泉に行きましょう！！花巻
市では 4,000 円の補助、八幡平市では 5,000 円の補助
をしています。岩手県と全市をあげて温泉をバックア
ップしている今、その気持ちに応えるのがロータリア
ンではないだろうか！！！
≪立花徳久君≫
残すところあと 2 回となり気を抜かず最後まで自由に
やりたいと思います。
≪市村律君≫
心配な事…義父の体調がすぐれないこと・うれしい事
…軽四輪のオープンスポーツカー(トヨタ・コペン GR
スポーツ)が納車されたこと。電動で屋根の開閉が出来
ます。雨が降っていない時はオープンにして通勤して
います。
≪藤田勝敏君≫
今週から一挙に会議・夜の会食が入ってきました。来週
は某温泉のゴルフコンペに参加する為、例会、欠席とな
ります。申し訳ありません。最終例会は参加します。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。

◆おしらせ
ぬくまる食堂より
フードパントリー（食料
支援）パート 3 を 7 月 7
日（火）に開催致します。
当日は 3 密を回避する
為、スタッフは最少人数
で行いますが、お米やレ
トルト食品・日用品のご
寄付は絶賛受付中です。
皆様の御協力お願い致し
ます。
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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