
■第 3282 回例会 7 月 12 日 会長の時間  

皆様、こんにちは。本年度 2 回目の会長の時間です。 

宜しくお願い致します。先ず直近 1 週間の出来事を 

振り返りますと、安倍元首相の銃撃殺害事件、 

第 26 回参院選における自民党の圧勝がありました。 

ＲＣ関係では金曜日（7/8）に市内 3ＲＣ会長・幹事会がホテル花城マグノリ

アで開催し、8/2 天沼ガバナー公式訪問（夜例会）、1/31 市内 3ＲＣ合同

新年会（18 時、ホテルグランシェール花巻;当クラブ幹事）の開催が正式に決

定しました。計画的に幹事、親睦委員会を中心に新年会の準備を進めて下さるよ

うお願い致します。私も一緒に準備にあたります。本日は前年度事業報告・決算、

今年度事業計画・予算について説明し、その後、各委員長の皆さんから今年度の

抱負を発表して頂きます。後程、詳しい説明があると思いますが、決算、予算の内

容から当クラブの現状がよく理解でき今後の活動を考えるうえで大きな示唆となりま

す。是非、今後の活動に参考にして下さい。次に会員増強の件です。鹿討君のご

尽力により、マーマーフーズさんから入会の承諾を得てまいりました。6 月末で 4 名

が退会しておりますので、年内(12 月末まで)にもう 1 名の新規会員の入会が実現

出来れば予算面でも安定的なクラブ活動が可能となります。皆様のご協力を宜しく

お願い致します。最後に谷村君から以前にご推薦がありました著書「ロータリークラブ

に入ろう！（著者：田中久夫氏）」にて、クラブ会長に求められる資質と器量とし

て 10 の要件を掲げております。 

① 信任力 ②余裕力 ③柔軟力 ④知名度 ⑤健康と性格明朗 

⑥清廉性  ⑦高潔性 ⑧自主性・自立性・自律性 ⑨包容力 ⑩先進性 

既に会長を経験した皆様方はいかがですか。私の場合は贔屓にみても、該当する

条件は１つ位でしょうか。来年の会長終了時、最終例会には、せめて 3 要件ぐらい

は該当できるよう成長して次年度の吉田さんに引継ぎしたいと考えております。この

後、クラブ協議会にて今年度の事業計画をご説明させて頂きますので、簡単ですが

これをもちまして2回目の会長の時間を終わらせて頂きます。ありがとうございました。 
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7月 19日 第 3283回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

第1部 11:30－12:20 

「ガバナー補佐訪問例会前クラブ協議会」  

出席義務者：会長・幹事・会計・各

大委員長、各委員会委員長 

第2部 12:30-13:30 

「菅原忠勝ガバナー補佐訪問例会」 

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.会長の時間 

6.ガバナー補佐挨拶と講評 

7.新入会員挨拶 

 

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 

幹事 
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■今後の予定 

- 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 

- 8/2(火)  天沼ガバナー公式訪問(3RC 合同夜例会) 

- 8/9(火)  花巻市シルバー人材センター様フードパントリー寄附金贈呈式 

 

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 

 

★★7/12 のメニュー★★ 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｼﾞｰｻﾗﾀﾞ 

ｴﾋﾞﾁﾘｿｰｽ 

豚ﾛｰｽｾｲﾛ蒸し 

■幹事報告 

・旭日双光章受賞御礼のご挨拶   〔佐藤良介〕 

・月間「ザ・リバティ」の謹呈 〔幸福の科学出版㈱〕 

・2022-23 年度上期普通寄付金のお願い 

〔（公財）ロータリー米山奨学会〕 

・クラブ・地区支援リソース集 

〔国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室〕 

・ビジョンレポート 2020（本編＆資料編）/日本のロ

ータリー100 周年実行委員会 

ビジョン策定委員会作成の URL、パスワードについて 

〔日本のﾛｰﾀﾘｰ 100 周年実行委員会ビジョン策定委員会〕 

■出席報告 (出席委員会) 

31 名中 15 名(規定免除者 7 名) 

出席率：62.5％ 前回修正：75.0％ 

■メーキャップ 

7/8(金)花巻市内 3RC 会長幹事会 

藤田勝敏君・藤村弘之君 



地蔵堂親睦委員長：私も出席率を上げ、偉大な市村さんの後を

引き継げるよう頑張りたいと思っております。今年度宜しくお願い致し

ます。 

阿部プログラム委員長：藤田会長と相談しながら、みなさんから 

紹介を受けながら素晴らしいプログラムを作っていくよう努めます。 
 

藤原クラブ会報・社会奉仕委員長：クラブ会報は、今年度からウノ

ーさんに外注、社会奉仕については、藤田会長の指針に沿い、社会

活動全般頑張って参りたいと思っています。よろしくお願い致します。  
谷村雑誌・広報委員長：来年の 10 月がホットスプリングスとの提携

30 周年ということで、今年中にあちらと何か連携を取って広報の方で

取り上げられたらいいなと思っております。よろしくお願い致します。 

橋川ロータリー情報委員長：新入会の方とのﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

とｸﾞﾘｰﾝｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞを 9 月に予定しています。頑張っていきます！ 
 
吉田会員増強委員長：2 名の新入会員の方が入会されました。会

員増強に向けてみなさんの御協力をお願い致します。 
 

浅沼人間尊重委員長：今年もフードパントリーを中心に協力できれ

ばな、と思っております。 

佐々木国際奉仕委員長：青少年交換プログラムは応募要項を各

クラブ・高校に送付しています。これから応募が来ると忙しくなるのか

な？と思っております。 

上田国際青少年計画委員長：プログラムがスタートしたらそれに向

けて頑張っていきたいと思います。 
  
佐藤ロータリー財団委員長：今年度も昨年同様の財団金ができ

ればと思っていますので、皆さんのご支援ご協力をお願い致します。 
 

稲田米山奨学会委員長：定期寄付金を奨学生の学業に役立て

ていきたいと思っております。宜しくお願い致します。 

 

  

 

 

 

 

 

■3282 回ニコニコボックス (ニコニコボックス委員会) 

【藤田勝敏君】来週 7/19 はガバナー補佐訪問がありますの

で、皆様よろしくお願い致します。あっという間の火曜日到来で

す。息切れしないよう一年間頑張ります。 

【藤村弘之君】決算、予算も承認されスタートした 2022-23

年度です。1 年間無事に過ごしますように！協力お願いします。 

【下坂和臣君】フルーツいっぱい頂き、ありがとうございました。 

【佐藤良介君】橋川丸が一年間の航海を終え、無事帰港され

ましたことを心からお慶び申し上げます。また、藤田丸が新たに

出港されましたことをお祝い申し上げます。健康に留意され、一

年間のご活躍をお祈り致します。今年度もロータリー財団委員

長を務めますので、よろしくお願い致します。夫人誕生祝ありがと

うございました。 

【上田穣君】先週は岩手県調停協会連合会の研修会が二戸

であり、藤田丸の第 1 回目の例会に出席できず、すみませんで

した。本日あらためて藤田丸の船出をお祝い致します。なお、本

日午後 2 時 40 分ころから上田直樹がＩＢＣラジオワイドステ

ーションに生出演します。「土地の境界トラブル解決ラジオ」のコ

ーナーです。 

【稲田典之君】藤田会長、藤村幹事のご活躍をお祈り申し上

げます。 

【稲田典之君】23 年の在籍記念表彰をありがとうございます。

今年度も宜しくお願いします。 

【佐々木史昭君】安倍晋三元首相のご冥福を心よりお祈りいた

します。日本にとりまして、最も失ってはいけない方を失ってしまい

ました。国民一人一人が国を愛し、日本人を慈しみ、心豊かに

自分の進むべき道を歩んで参りたいと思います。 

【橋川秀治君】地蔵堂さんが、大変なアクシデントに見舞われて

いるとは存じ上げず、驚きました。アルコール解禁になられたら快

気祝いをしたいですネ。 

 

 

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 

【立花徳久君】本日は早退させていただきます。 

【吉田和洋君】先週土曜日、藤田会長、藤村幹事とみちのく古都でスコアは別

として楽しいゴルフをしてきました。夜は阿部一郎さんも加わり楽しく盛り上がりまし

た。ありがとうございます。全開運動で足はけっこうパンパンでした。 

【阿部一郎君】参議院選も終わり、人気投票のごとく、タレント候補が受かってい

ました。本当に国政をまかしていいのか、疑問が残ります。良識の府であるはずの

元貴族員だったはずですが？来週は花巻市議会の選挙が始まります。各自の良

識により、一票を投じて欲しいと思います。 

【鹿討康弘君】地蔵堂さん復帰おめでとうございます。来週は「私用」で欠席とな

ります。新入会員も出席するということなので、「タスキ」をかけたまま参加しようかと

思いましたがやめました。 

【藤原喜子君】先週は私事都合でお休みし、約 3 週間ぶりの例会で、とても新

鮮でワクワクしました      1 週間遅れですが、藤田丸の船出を、お祝い致します。

藤田会長、藤村幹事、吉田会長エレクト、市村副幹事、応援しております     他

の皆様も、今年度も何卒宜しくお願いいたします。 

 

 

■「2022-23 年度事業計画」 

昼例会年 41 回、夜例会 5 回、家族会 1 回を計画しており

ます。夜例会は 2 カ月に 1 回の開催をベースとし、要望があり

ましたグリーンサイドミーティング（懇親ゴルフ大会）は、9 月開

催を目標としております。次に中心的な活動として、ぬくまる食

堂フードパントリー（月 1 回）、旅するピアノ事業、花巻ＲＣ

小学生親善バレーボール大会、花巻ＲＣ奨学金、更に今年

度から交換留学生の選抜開始、短期留学においては学生さ

んの派遣もスタートします。その他、各委員長さん方が企画し

たプログラムを自由に実施して頂ければと考えております。また、

ＲＩが指定する月ごとの強調プログラム・テーマに沿ったクラブフ

ォーラムを実施してまいりますが、とりあえず、当面3 カ月の予定

は「8/23 会員増強・新クラブ結成推進月間（担当:吉田エ

レクト）」、「9/23 基本的教育と識字率向上月間(担当:谷

村繁君)」、「10/23 経済と地域社会の発展月間(担当:藤

原喜子君)」を予定しておりますので、準備を宜しくお願い致し

ます。その他にゲストスピーカーの企画や招聘、友好クラブとの

交流等も行ってまいりますと、前年度に続き充実したクラブ活

動を展開出来るのではないかと考えております。そして、来年度

以降の会報の発行、旅するピアノ、ぬくまるフードパントリーの対

応等についても方向性を出していかなければなりません。引続

き皆様のご協力、お力添えをお願い致します。 

                                      

 

■クラブ協議会 各委員長 抱負発表 【要旨】 

 
松田出席委員長：まずは私自身の出席率を上げたいと思っていま

す。今年度 1 年宜しくお願い致します。 

 


