
 

■第 3283 回例会 7 月 19 日 会長の時間 

皆さん、こんにちは。まずは 11:30 からクラブ協議会に 

ご参加頂いた会員の皆様、ご苦労さまでした。そして、 

菅原ガバナー補佐様には引続き例会にご参加いただき、 

大変ありがとうございます。菅原ガバナー補佐様からは私の挨拶のあと、先ほどご出

席頂いたクラブ協議会の講評、感想を頂く予定になっておりますので、どうぞ宜しくお

願い致します。また、本日は 7 月 1 日付けでご入会頂いた、遠藤敦士君と上田直

輝君のお二人に初出席頂いております。認証式の後、お二人には簡単にご挨拶を

お願い致します。なお、お二人には 8/30 以降の出席可能な例会日に一人 15 分

程度で自己紹介を兼ねたスピーチを企画しておりますので、準備を宜しくお願いいた

します。そして、本日は伊藤誠一郎君が約 6 カ月ぶりに例会へ出席しております。

現在、2022-23 年度の活動計画書の校正を進めており間もなく完成しますが、な

んと伊藤誠一郎君はロータリー歴 20 年で 30 歳の若さで当クラブへの入会を果

たしております。私、新執行部にとってもロータリーの大先輩でありますので、業務ご多

忙とは察しますが時々元気な姿を見せてご指導頂ければ大変うれしく思います。本

日、時間があれば近況報告を一言お願いします。本日はこの後、いろいろとプログラ

ムが予定されておりますので最後に皆様へお願いしたいことは、6 月末で 4 名が退会

し厳しい重苦しい雰囲気での本年度スタートとなりましたが、41 歳、42 歳の若いお

二人に入会して頂き今後もお二人のお力添え頂きながら 40 歳代の新規会員の入

会を進めてまいりたいと考えております。そのためには、今年度のスローガンにも掲げた

ように、当クラブに心地よさを感じられるよう配慮をもって活動していくことが大切と考

えております。そうすれば、おのずとサステイナブル:持続可能な花巻 RC が実現すると

思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上をもちまして、3 回目の会

長の時間を終わります。 
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7月 26日 第 3284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.JA いわて花巻様 

フードパントリー寄附品贈呈式 

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 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

花巻農業協同組合 

髙橋専務、石黒次長、中村様 

委員会 

幹事 

出席委員会 

ﾎﾞｯｸｽ委員会 

 

会長 

Weekly Report 

BULLETIN 

2022 年 7 月 26 日                                                              Vol.4 

 

■今後の予定 

- 8/2(火)  ガバナー公式訪問(市内 3ＲＣ合同夜例会：主幹花巻北 RC)  

- 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 

- 8/16(火) 休会(お盆休み) 

- 8/23(火）クラブフォーラム 会員増強・新クラブ結成推進月間 

- 8/30(火) 会員卓話又はゲストスピーチ 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：橋川秀治 

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 

 

★★7/19 のメニュー★★ 

白金豚ｶﾚｰ 

さつま芋冷ｽｰﾌﾟ 

ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 

ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

■幹事報告 

・広報 131 号送付について 

〔社会福祉法人盛岡いのちの電話〕 

・ハイライトよねやま Vol.268 

〔公益財団法人米山記念奨学会〕 

・ガバナー公式訪問案内・送迎バスご案内 

〔花巻北 RC〕 

・第 29 回豊沢川クリーン作戦開催中止のお知らせ 

〔豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 会長藤沼弘文〕 

・2022-23 年度地区資金(前期)送金のお願い 

〔国際ロータリー第 2520 地区 地区代表幹事 藤村祐介〕  

・2022-23 年度クラブ活動計画書送付のご案内 

〔平塚 RC〕 

■出席報告 

31 名中 16 名(規定免除者 7 名) 

出席率：61.5％ 前回修正：84.6％ 

■メーキャップ 

なし 



■菅原ガバナー補佐講評 【要旨】 

第 2520 地区の第 2 分区のガバナー補佐を 

仰せつかりました北上西 RC の菅原忠勝でございます。 

若輩者ですが、頑張って勉強しながらみなさんと一緒に歩んでいきたい

と思っております。先程のクラブ協議会の中で気になったところは、一つも

なかったです。活動計画と昨年度の報告含めて伺ったんですが、藤田

会長さんの「サスティナブルクラブ実現に向けて、大切なのは心地よさと

配慮」という言葉にロータリーの神髄を感じ、これがクラブの在り方でない

かな、と私もそう思いました。花巻 RC は 1954 年に創立されているわ

けですが、後 2 年で 70 周年を迎えられるわけですね。最初のガバナー

の梅津さん、諸先輩たちの活動が今の花巻 RC を形作っているなと感

じております。また、花巻 RＣでは菊の会さんの動き方がロータリー活動

の助けになっているのではないでしょうか。ロータリー活動をするということ

は自分自身も自信を持っていないと活動できない、そしてもう一つは家

族の協力がなければ活動が出来ないと思っています。これまではコロナ

禍でロータリー活動の低迷、そして親睦事業等中止を余儀なくされてい

ましたが、今年度は終息の兆しが見えてきた感じがしておりますので、今

年度は各クラブ盤石な活動計画そして運営がなされると思っておりま

す。もうすぐ花巻 RC が 70 周年を迎えるということで、その時にまた何か

の形で協力できればと思っています。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

■3283 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】本日はお忙しい中、菅原ガバナー補佐様に

は、クラブ協議会・例会に御出席頂き、大変ありがとうござい

ました。ロータリー経験が浅い執行部ですので、今年一年、御

指導をよろしくお願い致します。 

【藤村 弘之君】菅原ガバナー補佐ありがとうございました。新

人会員の遠藤君、上田君、これからもよろしくお願いします。 

【三田 望君】菅原ガバナー補佐をお迎えしての例会ありがと

うございます。コロナもそろそろ終息しそうですので、積極的に

奉仕活動に励んでいきたいと思います。ガバナー補佐の指導

よろしくお願いします。 

【上田 穣君】菅原ガバナー補佐お久しぶりです。お元気そう

で何よりです。仕事の都合により例会前クラブ協議会に出席

できず申しわけありません。本日の例会は、息子のデビューの

日ですが、ガバナー補佐と同席できてとてもラッキーでした。 

【佐々木 史昭君】菅原忠勝ガバナー補佐の来訪を心から

歓迎いたします。一年間の御公務大変おつかれさまです。第

2 分区をさらなる繁栄に導いて下さい。遠藤敦士さん、上田

直輝さんの入会を心より歓迎いたします。ロータリー活動を楽

しみましょう。 

【伊藤 誠一郎君】菅原ガバナー補佐本日訪問ありがとうご

ざいます。また、新入会員の遠藤敦士くん、上田直輝くんと同

じ気持ちで頑張っていきたいと思います。図書券ありがとうござ

います。 

【吉田 和洋君】菅原ガバナー補佐の公式訪問ありがとうござ

います。一年間ご指導よろしくお願い致します。遠藤君、上

田君のご入会を大歓迎します。楽しく活動しましょう。 

【遠藤 敦士君】図書カードありがとうございました。 

 

 

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 

【阿部 一郎君】菅原ガバナー補佐には、お忙しいところ花巻 RC に訪問いただ

き、ありがとうございます。1 年間のご活躍を祈念します。遠藤君、直輝君、ようこ

そ花巻 RC に！これからは一緒に仲良く活動していきましょう。 

【藤原 喜子君】菅原ガバナー補佐、花巻 RC に来て頂き誠にありがとうございま

す！！そして、遠藤敦士さん、上田直輝さん、入会誠におめでとうございます      

例会参加、心待ちにしておりました。今後とも宜しくお願いいたします。 

 

 

「菅原ガバナー補佐訪問例会前クラブ協議会」 

 11：30～12：20 

藤田会長や各大委員長・委員長から前年度の活動報告、 

今年度の活動計画を説明させて頂きました。 

【出席者】藤田会長、吉田エレクト、藤村幹事、三田職業奉仕大委員

長、藤原社会奉仕大委員長、阿部会場監督、佐々木国際奉仕委員

長、伊藤誠一郎職業奉仕委員長、佐藤ロータリー財団委員長、上田

国際青少年計画委員長、松田出席委員長、地蔵堂親睦委員長 

新入会員 授与式 

夕餉会社 

 

遠藤敦士君 

上田直輝君 

(有)エンドウ花店の代表取締役の遠藤で

す。ちゃんとした挨拶はいずれという事で、

これから末永くよろしくお願いします。 

上田土地家屋調査士事務所の上田で

す。父も家族も花巻 RC の皆様にお世話

になっておりました。これからどうぞよろしくお

願い致します。 


