
 

■クラブ協議会 会長・幹事・副会長・副幹事・大委員長 抱負発表 【要旨】 

藤田会長：今年のスローガンは、「サステナブルなクラブ実現に向けて！大切なのは

「心地よさと配慮」。今年の 1 年は、スローガンにある通り持続可能なクラブにするた

め、自分の考えは封印しまして、サステナブルなクラブ実現に向けて頑張っていきます。

前年度末より退会者が続き苦しい局面が続いておりますが、先ずはクラブに落ち着きを

取り戻せるよう、皆様のご協力をお願い致します。 

藤村幹事：何分初めての経験と経験の浅さから不都合なことも出てくるかと思います

が、上手く進行できるよう努めて参ります。 

吉田副会長：藤田会長スローガン、サスティナブルなクラブ実現に向け、会員皆が心

地よさと配慮を大切に、会員相互できる事は協力し合い様々な形で繋がりながら、心

地よさが出席率向上へ繋がり、持続可能なクラブとなれるよう、藤田会長・藤村幹

事・市村副幹事とも協力し進めて参りたいと思いますので、皆様の暖かいご協力・ご指

導を切にお願い致します。 

市村副幹事：副幹事として 1 年間頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。 

阿部会場監督：スムーズに、明るいクラブ運営をしていきたいと思っております。 

なるべく茶々を入れないように真面目に進めていきたいと思います。 

三田職業奉仕大委員長：今年は中高生にロータリアンの素晴らしい知見を出前授

業という形でやっていきたいなと考えております。宜しくお願いします。 

立花国際奉仕大委員長：国際奉仕は、今年から長期・短期を公募する形となり、

次年度から本格的に動き出す事になると思います。今年はその下支えを頑張ります。 

鹿討青少年奉仕大委員長：小学生バレーボール大会・奨学金・ぬくまる、今まで通

り頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い致します。 

第 2520 地区委員 佐々木史昭委員長：青少年交換プログラムの募集を再開し

ました。もう既に大船渡高校から問い合わせが入っており、派遣希望者がいるようで

す。また、来年の吉田年度にホットスプリングスヴィレッジロータリークラブとは１０周年

記念となるのでその準備をしていくのかな、と思っています。皆さん、どうぞよろしくお願い

致します。 
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7月 12日 第 3282回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.本日のプログラム 

―クラブ協議会 

―事業報告/決算/事業計画/予算 

―新年度各委員会委員長抱負発表 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 

会長 
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■今後の予定 

- 7/12(火) クラブ協議会(事業報告/決算/事業計画/予算)  

- 7/19(火) クラブ協議会 菅原ガバナー補佐公式訪問 

- 7/26(火) JA いわて花巻様フードパントリー寄附品贈呈式 

- 7/27(水) 第 28 回ぬくまる食堂フードパントリー 

 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

District2520

Rotary International

Hanamaki
Rotary　Club

月間テーマ：ロータリー新役員就任 

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 

 

★★7/5 のメニュー★★ 

天ぷら 

刺身 

焼き物 

■幹事報告 

・ポリオデーポータルサイト開設のお知らせ 

〔2022-2024 年度 RI 理事 佐藤芳郎〕 

・ガバナー公式訪問報告書について 

〔2022-23 年度 ガバナー事務所〕 

・7 月ロータリーレート 1 ドル＝136 円 

〔2022-23 年度 ガバナー事務所〕 

・2022-23 年度月信オンライン化について 

〔代表幹事 藤村祐介〕 

■出席報告 (出席委員会) 

31 名中 14 名 (規定免除者７名) 

出席率：56.0％ 前回出席：76.0％ 

■メーキャップ 

・6/23(木) ぬくまる食堂フードパントリー 

橋川君・浅沼君・阿部君・鹿討君・吉田君 

藤村君・市村君 

・6/26(日) 

仙台泉 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会 

橋川秀治直前会長出席 



■第 3281 回例会 7 月 5 日 会長の時間  

 皆様、こんにちは。いよいよ、本日より 2022-23 年度がスタートとなります。皆様のご協力、お力添えのもと何とか 

一年間乗り切ってまいりたいと考えておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。お陰様で昨年度後半より、 

会長代行を務める機会が何回かありましたので、あまり緊張せず第一回目のスピーチに臨むことが出来ております。 

最初に残念なご報告ですが、既に滝田吉郎君、高橋利美君、佐藤誠吾君、3 名の 6 月 30 日付退会をご報告しておりましたが、新たに小原

紀彰君からも退会の申出があり、先程開催の理事会で承認となりました。小原君は 80 歳を節目に業界の要職等を退任なされ、ロータリー退会

もその流れかなと察しております。最近ではコロナ禍の大変お忙しい中、小原君には会員卓話を引受けて頂き、また、43 年の長きにわたり当クラ

ブに在籍して頂き大変感謝しております。さて、今年度からは会報の作成を契約書締結のうえウノーインダストリー様に業務委託することになり

ました。つきましては、会長の時間のデータを翌日までに同社宛て提出しなければなりませんので、会長の時間はあまり長くならないよう簡潔な内

容で対応してまいりたいと考えております。ご了承願います。次に 7 月 1 日付けで入会となりました、遠藤敦士さんと上田直輝さんのお二人は７

月 19 日の例会から参加となります。皆様、暖かく迎えて下さるようお願いいたします。なお、お二人には親睦委員会と会報委員会に所属して頂

くことになりましたので、併せてご報告させて頂きます。今日はこの後、クラブ協議会で会長の抱負をお話する機会がありますので、第 1 回目の会

長の時間は事務的な報告を中心とさせて頂きます。今後の予定は、7/12 クラブ協議会、7/19 菅原ガバナー補佐例会訪問、7/26JA いわ

て花巻様フードパントリー寄附品贈呈式、8/2 ガバナー補佐公式訪問(夜例会)、8/9 花巻市シルバー人材センター様寄附品贈呈式、

8/23 クラブフォーラム「会員増強、新クラブ結成推進月間スピーチ」を予定しております。8/30 以降から予定が立っておりませんので、皆様か

らゲストスピーカーのご紹介を頂ければ幸いです。次に皆様も新聞等で拝見していると思いますが、私の出身母体である岩手銀行の株主総会が

6 月 22 日に開催され、社外取締役 3 名の一人に当クラブの髙橋豊君が就任致しました。地場経営者からの就任は暫くぶりとの認識です。株

主総会招集通知には推薦理由として「株式会社みちのくクボタなどの企業において長年にわたり代表取締役を務められているほか、花巻商工会

議所会頭をはじめ業界団体の要職を務められております。企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを経営の重要事項

の決定および業務執行に対する監督などに発揮されることを期待し、新任の社外取締役候補者といたしました。また、独立の立場から当行の経

営を監視・監督し、有益な助言・意見を得ることを期待しております。」と掲載されております。現在、地方銀行は厳しい経営環境にさらされ株価

も 5～6 年前から約 50%下落する等、我々OB も今後の状況を心配しているところであります。是非とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■3281 回ニコニコボックス (ニコニコボックス委員会) 

【藤村 弘之君】新年度スタートです。1 年間やるだけです。

藤田丸が安全にすごせますように！ 

【藤田 勝敏君】皆様今年一年よろしくお願いします。 

【高橋 豊君】藤田丸の船出をお慶び申しあげますと共に安

全快適な航海を祈念致します。笑顔開運 

【吉田 和洋君】妻への誕生祝ありがとうございます。昨日、こ

の雷は祝いの雷？とラインしたら一蹴されました。子供たちから

も家族ラインでメッセージが届いていました。藤田会長、藤村

幹事、一年間よろしくお願いします。 

【谷村 繁君】年バッジありがとうございます。藤田丸の船出を

お慶び申し上げます。 

【三田 望君】藤田会長、藤村幹事、年度のスタートおめでと

うございます。コロナ禍を抜け出して伸び伸びとした気合で活

動していきたいものです。船出を祝って旅費の一部を BOX さ

せて戴きます。 

【阿部 一郎君】藤田丸の航海が、無事 1 年間を過ごし、帰

港する事を祈念します。 

【佐々木 史昭君】2022-23 年度 花巻ロータリークラブ藤

田丸の船出を心からお慶び申し上げます。昨年度の橋川丸

もコロナ禍の中で、会場変更や旅するピアノ事業など記憶に

残る 1 年をありがとうございました。藤田年度もドキドキワクワ

クの 1 年を楽しみにしております。 

【鹿討 康弘君】藤田会長、藤村幹事一年間よろしくお願い

致します。会場監督が終わり、気楽に座っております。最近マ

スクを外したら「小顔になりましたね！」と言われました。体重

は変わっていません。 

【立花 徳久君】藤田会長による第一回目の例会、素晴らし

い船出ですね。1 年間楽しく行きましょう。 

 

 

 

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 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

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

7/1にコープ花巻アウルのフードドライ

ブが 10 時～15 時で開催され、藤

田会長と橋川直前会長がお手伝い

してきました。子ども食堂支援の寄

付品は 300 点集まり、全てぬくまる

食堂にご寄付頂きました。 

 

【橋川 秀治君】仙台泉 RC の 50 周年記念式典に行って参りました。菅原パス

トガバナーが実行委員長を務められ、立派な会でしたが、女子プロレス観戦など

多彩な事業で会員を増やされていたのが印象的でした。藤田年度ではロータリー

情報委員会として、ファイヤーサイドミーティングなどを開催し、新入会者が早くな

じめるようにし、藤田丸の航海を楽しいものにしたいと思います。よろしくお願い致

します。 

 


