
 

 24/45 

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 
5,ゲスト・ビジター紹介           
6,本日のプログラム/メニュー 
7、新年を祝い 乾杯 

食 事 
8,会長の時間 
9,慶 祝       バースデーソング 

10,本日のプログラム  
  クラブ協議会  前期事業報告 

慶祝者スピーチ 
11,委員会報告等 
12,幹事報告 
13,出席報告 
14,ニコニコボックス 
15,連絡事項 
16,閉会点鐘 

■本日のプログラム      例会進行：会場監督 

 

Jan 

1月 11日 第 3258回例会 年初め 月間テーマ：職業奉仕 
 

■幹事報告 1 月ロータリーレート 1＄=115 円 
・ＲＬＩ研修パートⅢ参加者募集のご案内 

〔RI 第 2520 地区 2021-22 年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰ鈴木俊一様〕 
・訃報         〔ガバナー会議長 三浦眞一様〕 
・日本事務局「年末年始休業」と「在宅勤務継続」のお知らせ           

〔RI 日本事務局様〕 

・第 9 回 全国インターアクト研究会 Web（Zoom） 
開催のご案内 〔全国インターアクト研究会委員長 辰野克彦様〕 

・図書カードの寄贈について〔御礼〕 

〔児童養護施設清光学園 園長 高橋一栄様〕 

・創立 65 周年記念例会・講演会のご案内 

   〔平塚 RC 会長 柏手 茂様〕 

■今後の予定  例会場：ホテルグランシェール花巻 

1 月 18 日 月間テーマ 職業奉仕月間 ゲストスピーチ 

志戸平温泉(株)  代表取締役社長 岩城修平様 

1 月 24 日 ぬくまる食堂フードパントリー 
1 月 26 日 市内３ロータリー合同新年会 千秋閣 

2 月 1 日  慶祝 
 

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 

■第 3257 回 会長代行の時間  12 月 21 日            藤田副会長兼会長エレクト 
 今年度、初めての会長代行の時間ですが、次のクリスマス家族会のスタートが 18 時 20 分予定
と時間が押しておりますので、手短にお話しさせて頂きます。 
 今日のクリスマス家族会の準備は殆ど橋川会長中心に進めておりましたので、土曜日の 20 時
頃、正式に欠席の連絡をうけ、日曜日、月曜日の二日間でスケジュールや準備の進捗状況を確
認してまいりました。ご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。いろいろと至らぬ点あるかと思います
が、ロータリー精神でご了承願います。 
            最後に土曜日の岩手日日新聞に立花さんが花巻警察署より表彰されている 

記事が掲載されておりました。機会があれば、いつか皆さんにお話を聞かせて 
下さい。それでは、簡単ですが会長代行の時間をこれで終わらせて頂きます。 

            本日はどうぞ宜しくお願いいたします。 
 

★★第 2 部 Xmas 家族会開会ご挨拶   藤田副会長兼会長エレクト 
みなさん、こんばんは。先程の例会でもお話したとおり、橋川会長の奥様の 
お義父様が先週の金曜日にお亡くなりになり、急遽、本日欠席となりました。 
代わって私がご挨拶させて頂きます。 

先ずもって、本日はゲストとして日頃「ぬくまる食堂・フードパントリー」でお世話になっている  
社会福祉協議会様から、伊澤様、晴山様、工藤様、根子様の 4 名、そして先月の 11/9 の例会
でスピーチを頂いた坊迫さん計 5 名の皆様にゲストしてお越し頂いております。楽しんで頂ければと
思います。 

また、橋川会長から、今年のクリスマス家族会はコロナ禍の影響もあることから、例年のにぎやか
なクリスマス会とは趣を変えて、音楽を聴きながら穏やかにクリスマスの雰囲気に浸り、今年の活動を
振り返るクリスマス会にしたいとの意向でした。 

そこで、本日はピアニストの佐藤司美子様（すみこ）にお越し頂き、ミニコンサ-トをお願いしてお
ります。佐藤様には急なご依頼にもかかわらず、御快諾頂き、ありがとうございました。どうぞ、宜しく
お願いします。 

最後に皆様が気になるところのプレゼントですが、例年どおりでの対応です。また、好評の花果さ
んの果物も用意しております。お帰りの際は忘れずにお受け下さい。但し、1 家族１個、ゲストの皆
様 1 個ですのでお間違えの無いようにお願いいたします。また、ミニケーキ、チョコレートファンテンも用
意しております。限られた時間となりますが、皆さんで楽しいひと時にして頂ければ幸いです。簡単で
はございますが、私からのご挨拶とさせて頂きます。本日はどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

■出席報告 会 員   33 名 出席者数 15 名 出席規定免除者 7 名 

  第 3257 回例会 出席率  51.7％ 前回修正 62.0％  

※メーキャップ： 

12/15(水)北上和賀 RC 例会 佐々木史昭君 

12/21(火)例会用品引越し 吉田和洋君・鹿討康弘君・藤田勝敏君 

■本日のゲスト  なし 
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2021-22花巻ロータリークラブ会報 

 

【四つのテスト】 ～ 言行はこれに照らしてから ～ 
真実かどうか・みんなに公平か・好意と友情を深めるか・みんなの為になるかどうか 

“Rotary Own The Community”by Paul Percy Harris  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3257 回 Xmas 会概要     Fot 
 

■清光学園へ Xmas プレゼント贈呈 
藤田エレクト・藤原幹事・鹿討会場監督 
立花社会奉仕大委員長 

 

■1 月 慶 祝 【敬称略】  おめでとうございます！ 
会員誕生：藤原喜子・佐藤良介 

在籍年表彰：高橋 健(52)・滝田吉郎(20)・前田毅(6) 
菊池倫実(6)・藤田勝敏(5)・藤村弘之(2) 

夫人誕生：藤田理恵(直之)・晴山みずほ(正基) 
結婚記念：なし 

 

ロータリー職業奉仕月間について 
(Vocational Service Month) 

2004 年 11 月の理事会決定 59 号で決定され、10
月を指定されておりましたが、201４年 10 月理事
会で大幅な特別月間の変更がありました。 
それに伴って 1 月へ移行された職業奉仕を強調す
る月間である。 
職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕
の理念の実践をロータリーが培い、支援する方法
である。 
「ロータリーの目的」の第 2 項は、職業奉仕が基
本となるもので、特に以下のことを奨励し、育成
する: 
1.職業奉仕に関する声明、ロータリアンの行動
規範、職業奉仕に関する重要なメッセージの啓
発； 
2.ロータリー親睦活動への関与を推進する； 
3.職業奉仕活動への関与を推進する； 
4.空席の職業分類を入会させるために会員増強
活動を推進する。 
（ロータリー章典 8.030.1.職業奉仕の基本原則）より引用 

会報 Bulletin 制作編集：会報委員会 委員長 吉田和洋・副委員長 藤田勝敏 

★★★本日の Menu★★★ホテルグランシェール花巻 

X’mas Special Buffet Style Menu 
With Chocolate Fountain 

■3257 回ニコニコボックス    ニコニコボックス委員会                                   

【稲田典之君】楽しい Xmas 会ありがとうございました。

皆様、良い年をお迎え下さい。 

【阿部一郎君】メリークリスマス！今夜は盛り上りましょう 

【髙橋典克君】Xmas パーティを子供達が毎年楽しみに

しております。今年も参加させて頂きありがとうございます。 
 

 

 
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 

花巻温泉ホテル紅葉館へ 
旅してます 1 月まで 

12/24 ぬくまる食堂フードパントリー実施報告 
申込世帯：63 世帯・当日 62 世帯(継続 60 世帯) 

会員：6 名・菊の会：7 名・お手伝い：社会福祉協議会様 6 名 

地域起こし協力隊坊迫様・奥州市黒沢様 2 名・ぬくまるボランティ

ア様 1 名・グルージャ盛岡福田様・富士大 FC2 名様 

 
 
 

次回：令和 4 年 1 月 24 日(月) 

 

橋川会長渾身のオーダー 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

