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~公式訪問例会前 合同会長・幹事会 開催~ 

1,開会点鐘   
2,国歌斉唱 
3,ロータリーソング 
4,四つのテスト  言行はこれに照らしてから 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなの為になるかどうか 

5,ゲスト紹介 RI第 2520 地区 
 ガバナー          鈴木俊一君(仙台 RC) 

 事務局次長        大江広満君(仙台 RC) 

 第 2分区ガバナー補佐 佐々木史昭君(花巻 RC) 

7,食 事 
8,会長の時間【歓迎のことば】 
9,幹事報告 

10,出席報告 
14,ガバナー講評 
  RI第 2520地区 
       鈴木俊一ガバナー様 
15,閉会点鐘 
 
終了後 各クラブ毎記念撮影 

撮影順：花巻北 RC➡花巻 RC➡花巻南 RC 

■本日のプログラム       主幹：花巻南 RC 

3 ロータリー合同 鈴木俊一ガバナー公式訪問例会  

 

  

 

 

 

August 
8月 3日 第 3239回例会 会員増強・新クラブ結成月間 

 日本の月間： 

 特別週間： 

進行：花巻南 RC 

花巻南 RC会長 

ソングリーダー 

職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

親睦委員長 

 

 

 

 

 

花巻南 RC会長 

各クラブ幹事 

各クラブ委員長 

 

 

 

花巻南 RC会長 

 

各クラブ幹事 

■幹事報告 
・夏季休業のお知らせ 

RI第 2520地区 代表幹事 星 毅様 
・地球環境保全プロジェクト「ロータリー奉仕デー」千年希望の丘 

除草・清掃のご案内  2021-22年度ガバナー 鈴木俊一様 
・社会福祉法人 盛岡いのちの電話ボランティア募集 

社会福祉法人 盛岡いのちの電話様 

・暴力団追放広報紙「暴追いわて」の送付について 

花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一様 

■今後の予定 

8月 4日(水)ぬくまるサッカー教室 市民体育館 
        ファイヤーサイドミーティング① じゃんご 
8月 10日 お盆休会 
8月 17日 理事会・慶祝者スピーチ 
8月 24日 夜例会 クラブフォーラム  
         【月間テーマ】会員増強 藤田勝敏君 

8月 31日 会員卓話またはゲストスピーチ 

■出席報告 会員数33名 出席者数 19名 (出席規定免除者 7名) 出席率 65.6%  前回修正 68.9% 

■メーキャップ:7/20花巻北 RC例会.7/21 北上和賀 RC例会 佐々木史昭君 

         7/27花巻北 RC少年野球大会 橋川秀治君・藤原喜子君・佐々木史昭君 

2021-22 年度 

会長：橋川秀治 

幹事：藤原喜子 
会長 E：藤田勝敏 

 

花巻 RC ホームページ 
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■本日のゲスト 
RI第 2520 地区 2021-22年度 

ガバナー           鈴木俊一君 
地区事務局次長      大江広満君 
第 2分区ガバナー補佐  佐々木史昭君 

■7月 27日 第 3238回例会 会長の時間  ～概要～ 

会長の時間、ネタに苦労すると思っていたのですが事業が目白押しで、花巻東が惜しくも敗れた高校
野球やメダルラッシュに沸くオリンピック、大谷の活躍とネタを選ぶのに苦労しています。 

先週のフードパントリーは花巻市の指導もあり生活保護世帯はご遠慮いただく 
ことになりました。実施にあたり生活困窮度のアンケートを行い、より困窮度合いの 
高い世帯への支援を充実させたいと利用者にお伝えしたところ、いつもより20世帯 
ほど少ない 54世帯の申し込みでした。夏休みを迎え、給食が無くなるので少し多 
めとし、重点的に支援が必要な世帯にはお米やお肉、お魚の量を増やす試みを実 
行しました。そのせいか、引き取りも時間内に来られ、スムーズ な運営でした。 

 
ぬくまる食堂にはガバナー補佐に大口のスポンサーになって頂いているほか、 

JAいわて花巻様はじめ、コープのフードドライブ、フードバンクさんから食料品の 
ご寄付そして鹿討さんが超多忙な中、むすびえ様の支援事業のかなり面倒な 

申請と格闘され、見事、食材費として 20万円の支援を受けられることになっております。 
子ども達は夏休みに入っていますが、思い出作りと子ども食堂の再起動の準備の一環で８月４日

16時から花巻市民体育館で「ぬくまる食堂サッカー教室」を実施します。今回は市内のサッカー少年団
に声を掛けております。グルージャさんは 4個のボール贈呈式に来て下さることになり、牟田選手の子ども
食堂へも寄贈したいとの意向で 2 個をぬくまる食堂に寄贈頂くことになりました。サッカー教室終了後、
参加者へお弁当を配布します。同日は「じゃんご」にてファイヤーサイドミーティングも行いますので、奮って
ご参加ください。 
旅するピアノですが、8 月 2 日からいわて花巻空港の出発入口に設置されますが、3 日の 13 時か

ら、岩手県空港ターミナルビル株式会社創立40周年記念事業としてお披露目・除幕式が行われ、佐
藤司美子さんがお披露目演奏をされるそうです。ガバナー公式訪問と重なっていますが、クラブを代表し
て鹿討さんへ対応をお願い致しました。 
本日は佐々木史昭ガバナー補佐公式訪問例会です。例会に先立ち 11 時半より G 補佐を迎えて

のクラブ協議会を開催し、活動についてご報告致しました。来週のガバナー公式訪問に向けて、色々と
ご指導頂ければと思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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今週の【四つのテスト】 
F：藤村弘之君でした 

メニューは 

カツレツトマトソースでした 
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 ■クラブ協議会 講評    佐々木史昭ガバナー補佐公式訪問 ～概要～ 

            今年度第 2 分区ガバナー補佐としての担当 6 クラブ中 5 番目の訪問先ですが、普段
より多くの会員の皆様にご参加をいただき非常にうれしく思っています。話の内容
が 6 クラブで相違があってもいけないと思い、パワーポイントを基本にお話ししま
す。冒頭で事前協議会がありましたので、花巻クラブについてお話をします。 
非常に奉仕活動が充実したもっともロータリークラブらしい活動をしているクラ
ブであると他クラブを訪問して再認識しました。ガバナーを輩出しており顔ぶれも
立派なクラブもありますし、会員数が少なくてもきちんと活動しているクラブもあ
り、それぞれ特徴的な活動をしていて、改めてロータリークラブは良いなと感じて
じながら若手が発言しているようにも見受けられますが、花巻クラブは伝統があり
理事にもベテランの方が入っていますが、年齢のバランスや雰囲気の良さ、理事会
も本音の部分で様々な話し合いがもたれ、事業が進められておりとても素晴らしい
クラブと感じております。何事もバランスが大事と思いました。 

歴代会長、昨年の阿部会長が家族会員の規定改定について、しっかりと踏み込んで総会での承認を得て変えて
いただいたことは非常に意義のある事で、つぎに弾みがつくのではないかと思います。鹿討会長時代に本格的
に始まり続いているぬくまる食堂事業、フードパントリー事業も素晴らしく、 
他クラブへ行っても自分の事として紹介をさせていただいている次第です。 
他クラブさんでも視察にいきたいという声もでております。 
交流の輪が広がり、他地域にも広がっていけば素晴らしい事と思っております。 
1 年間よろしくお願いいたします。 

■ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会 

【橋川秀治君】佐々木ガバナー補佐、本日は早朝の花巻北ロータリーカップ野球大
会の応援、そしてクラブ協議会、例会とお疲れ様です。他クラブの例もよく分かり、さらにクラ

ブ運営を充実させるヒントがたくさん得られました。ありがとうございます。そして、ワクチン接種

を終え、例会に参加された谷村さんのお顔が見れて、とても嬉しく感じています。 

【藤原喜子君】佐々木史昭ガバナー補佐、本日は花巻 RC にようこそお越しいただき

誠にありがとうございました。辛口コメント、非常に有難かったです。三田さん、稲田さんも、よ

くわからない部分を説明下さり、感謝です。常日頃から、橋川会長、藤田副会長には、大

丈夫だからと、精神面をフォローいただいておりますので、これからも頑張ります！！ 
【三田望君】佐々木AG（アシスタントガバナー）をお迎えして。さすがもうすでに4クラ

ブ訪問を終えたそうでごくろう様です。同じ RCでも運営は様々だと思いますのでぜひ当クラブ

へフィードバックして戴きたいと思います。 
【上田穣君】ガバナーズ・マンスリー・レターに掲載されている佐々木史昭アシスタントガバナ
ーの挨拶文はとてもすばらしく感動ものでした。写真もニコやかで、さわやかな感じがすてきで

す。各クラブの応援団長としてのますますの活躍を期待しております。花巻ロータリークラブを

おほめいただき感謝いたします。 
【佐藤良介君】佐々木史昭ガバナー補佐、本日は公式訪問ありがとうございました。
本年度の地区の方針を分かりやすく、説明頂きました。今後の委員会活動の参考とさせて

頂きます。ご健康に留意され、一年間のご活躍を心からお祈り申し上げます。 
【谷村繁君】年バッジありがとうございます。橋川会長に菊の会会長からよろしくとのこと
です。コロナ禍の早期終息を祈ります。 

【稲田典之君】佐々木 G 補佐、ご来訪いただきありがとうございました。一層の御活躍

をお祈り申し上げます。 

【佐々木史昭君】本日は、私のガバナー補佐訪問をしっかり受け入れて頂
き、ありがとうございました。他クラブを周って、例会のすすめ方や各事業の内容を
知れば知るほど、ロータリーの奥深さ、中でも花巻ロータリークラブの素晴らしさを
実感しております。1年間よろしくお願い致します。 

【阿部一郎君】佐々木史昭ガバナー補佐、公式訪問御苦労様です。辛口で適切
なアドバイスありがとうございました。連日オリンピックをテレビで見ています。日本の金メダルラ

ッシュ、最後まで続いてくれればと思います。 

【立花徳久君】佐々木ガバナー補佐公式訪問協議会に欠席いたしましてすいませ
ん。すっかり忘れてました。 

【吉田和洋君】佐々木ガバナー補佐様のご活躍をご祈念致します。猛暑で 2011

年製エアコンがこわれ、ニータイプに更新・・・快適です。 

【藤田勝敏君】本日、今年度の活動計画書を無事皆様に配布することができまし
た。まずは一安心です。皆様の御協力に感謝致します。そして菊忠印刷さんにも無理を聞

いて頂き感謝です。 

【藤村弘之君】先日、7 月 22 日から 0 泊 2 日で東京は田町まで孫と娘を送ってま

いりました。オリンピック開会式前日でしたが、首都高は千円増のせいか空いてました。東北

道で事故のため、時間はかかりましたが、午前 2時 30分には花巻に帰ってまいりました。滞

在時間は 15分～20 分かな！ 

 

★写真は年ﾊﾞｯｼﾞ 7 月 三田望君(35)・谷村繫君(22) 

■慶 祝 8 月活動計画書参照 

 

おめでとうございます 【敬称略】 
 
会員誕生：浅沼幸二・藤村弘之 

笹木賢治・藤田直之 

松田建 

在籍年バッジ：小原紀彰・浅沼幸二・

藤原喜子 

夫人誕生：高橋ちあき・谷村るり子・

高橋洋子 

結婚記念：高橋典克･美加子 
※今号は掲載のみで慶祝者スピー
チは8月17日の例会になります。 

 

 
 

花巻ロータリークラブ 
≪事務局≫ 

花巻市花城町 10-27 

花巻商工会議所内 

TEL/FAX0198-41-1133 

e-mail：hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■ガバナー補佐公式訪問例前クラブ協議会 報告会 

公式訪問例会に先立ち、各大委員長・委員長も出席
し昨年度概要と今年度の活動方針について報告し、
佐々木ガバナー補佐からは、その活動へのアドバイス
や他クラブとの共通点、相違点を特筆すべき奉仕活動
についてお話をいただきました。今後の当クラブの行
動方針の参考となりました。ありがとうございました。
出席された皆様ご苦労様でした。 

2021-22Bulletin制作編集：【会報委員会】 委員長:吉田和洋・副委員長:藤田勝敏 

ロータリーの中核的価値 

1.奉仕・２.親睦・3.多様性 

4.高潔性・5.リーダーシップ 

ガバナー補佐として 
1.MyRotaryの登録向上 
2.各クラブの奉仕活動の紹介 
3.各ロータリアンの素晴らしい職業奉仕を 
発掘・紹介・支援 

4.SNS等による情報発信 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

