
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

5月 21日 32(8) 前々回 27 90.0 3  本田、田辺、原田、 

5月 28日 32(8) 前回 26 89.7 3  森川、原田、上田 

6月 4日 32(8) 本日     

                        http://www.yamato-rc .org/ 

◆花巻南RC 会長 鎌田定悦様／大和ＲＣの皆さ

ま、約１年ぶりの訪問となります。これからも友

好クラブとして盛り上げていきたいと思いますの

でよろしくお願い致します。 

 

◆花巻南ＲＣ 国際奉仕委員長 岩舘正明様／い

つも大変御世話になっております。平成12年の友

好クラブ締結の時、私が会長でしたが、病気にな

りまして参加も出来なくて御迷惑をおかけしまし

たので、お詫びの気持ちとしてボックスしたいと

思います。 

 

 ◆花巻南ＲＣ 友好クラブ委員長 及川洋吉様／

今回の訪問について皆様に大変お世話になりまし

た。今後ともよろしくお願いします。  

 

◆花巻南ＲＣ 直前幹事 照井正樹様／いつも盛

大な歓迎ありがとうございます。訳あっ って普段

お酒を飲まなくなりましたが、今日は解禁して、

みなさんと楽しみたいと思います。 

去年は、・・・で迷惑をおかけしました。 

 

 ◆花巻南ＲＣ 副幹事 小野健太郎様／本日は、

お招きいただき有難うございました。今 後とも末

永く宜しくお願い申し上げます。  

 

◆会長 古川毅会員／花巻南ロータリークラブの

皆様、大和ロータリークラブの移動例会に出席頂

きまして有難うございます。心からお喜び申し上

げます。花巻南ロータリークラ ブの皆様にとっ

て、今日も素晴らしい一日でありますように。  

◆佐々木和夫会員／本日は、花巻南ＲＣの皆様、

ようこそいらっしゃいました。また、先日は、及

川様には送り迎えをしていただき感謝いたしま

す。  

 

◆長谷川衛会員／花巻南ロータリークラブの皆様

ようこそいらっしゃいました。大歓迎で す。

我々、大和ロータリークラブとの友好もさらに深

く強くなると思っています。両クラ ブ益々の発展

を目指していきたいと思います。 

 

 ◆伊藤健司会員／皆様、ようこそ大和の地までお

越しいただきました。宮沢賢治の心に触 れさせて

いただきました。楽しい夜を過ごして参りましょ

う。  

◆松川健治会員／花巻南ＲＣの皆様ようこそ大和

ＲＣへおいで下さいました。  

◆田辺研一郎会員／皆様、お久し振りです。本日

は、誕生日のお祝いを有難うございます 。花巻の

方々とお迎えできて嬉しいです。花岡先生もお喜

びのことと思います。 

  

◆花岡淳子会員／花巻南ＲＣの皆様、花岡葬儀の

折には、ご厚志いただきまして感謝申し 上げま

す。貴ロータリークラブとご縁が出来ましたこ

と、花岡は、とても喜んでおりました。この絆が

永く続くことを願っています。  

 

◆花巻南ロータリークラブの皆様遠いところよう

こそいらっしゃいました。益々友好を深めていき

たいと思います。（名前の記載なし）  

  スマイルBOX     本日  \55,000  累計￥552.020 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    6月 11日（火） 18：30 2676  第７回クラブ協議会「1年を終えて」 

    6月  18日（火）    取り止め例会 

    6月 25日（火） 12：30 2677  1年を終えて、会長・幹事挨拶 

    7月 2日（火） 12：30 2678   
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第 2674 回 2019 年 5 月 28 日(火)               

「花巻南ＲＣ／大和ＲＣ交流例会」 
 

司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「我らの生業」   Ｓ.Ｌ.  / 戸張美穂 会員 

ゲ ス ト  /  花巻南ＲＣ 会長：鎌田定悦様  幹事：髙橋光彦様 

       青少年奉仕委員長：山口和久様  国際奉仕委員長：岩舘正明様 

       友好クラブ委員長：及川洋吉様  直前幹事：照井正樹様 

       副幹事：小野健太郎様 
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 逝去されました大和ロータリークラブ 花岡幹事 並び、

花巻南ロータリークラブ 宮沢会員の生前を偲び黙祷をさ

さげたいと思います。 

 起立願います。 黙祷 （約1分）着席ください。 

 本日は、大和ロータリークラブの移動例会に出席 

いただき有り難う御座います。花巻南ロータリーク 

ラブの皆様と合同例会を開催することが出来ました 

事を、会員一同心からお慶び申し上げます。 

 2ケ月を残して逝去されました花岡幹事は、心残り 

だったと思います。会長の私を全力で支えて下さい 

ました。又、大和ロータリークラ

ブには無くてはら 

ない存在でもありました。又、姉

妹クラブの花巻南 

ロータリークラブの皆様とも率先

して親交を深めて 

まいりました。 

 本日の合同例会および懇親

会は、逝去されました 

宮沢会員と花岡会員を偲んで

行いたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

 ここに、花巻南ロータリークラブの皆様が、地域 

社会で尽力され数々の業績と更なる前進と発展を願 

い、花巻南ロータリークラブと大和ロータリークラブがさらに

親交深め協力し合い未来志向で奉仕活 

動を行い、深い絆で結ばれる事を誓い合い、会長の 

時間を終わります。 
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 相原聰 会員 

 

古川 毅 会長 
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例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                 : 会 長 / 古川 毅    幹 事 / 松川 健治 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 伊藤 彦二   副幹事 / 松川 健治 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 素晴らしい奉仕を思いやる心と触れ合いで生かそう】 

幹事報告 

松川健治 幹事 

会長の時間 

委員会報告 

社会奉仕・青少年奉仕 

出席委員会  

 松川健治会員 



  

 

 
 

大和ロータリークラブ週報 

花巻南・大和ロータリークラブ懇親会 

想い出の話 

 

花岡さん、宮澤様を偲んで 

宮東会員 

お土産のお酒で、大盛り上がり 

献杯 

花巻南 鎌田会長 
花岡さんの名言を披

露する本田会員 

祝辞 

閉会の挨拶 

交流会風景 

仕上げのゴルフ交流会 

伊藤彦二会長エレクト 

12番ホール飛行場を背にして ゴルフ場ハウス前 場内レストランにて 

翌29日 曇りのち晴天 ゴルフ日和。8名で米軍ゴルフ 

 

お祝いの報告 

交流会司会の長谷川会委員と、

台湾でも人気の 

花巻南、照井直前幹事。 社会奉仕 / 相原委員長 

田辺会員 / 祝お誕生日 

委員会報告 ソングリーダー スマイル報告 

お祝いの方々 

相原会員 / 祝ご夫人お誕生日 

花巻南にも誕生日の方いませんか～？ 

なんと！ 鎌田会長がお誕生日 

 （誕生日の歌に、照れるご本人） 

令和記念 大和ロータリークラブメンバー全員集合！ 

スマイルＢＯＸ / 小金澤会員 親睦委員会 / 戸張会員 


