
 

 

 

 

 

第 2980回例会 No.22 

 2015 年 12 月 22 日 

               
 

夜例会:ロータリー・ファミリーXmas パーティ 

1. 開会点鐘         

2. 会長の時間 

3. 閉会点鐘 

《Xmasパーティ》ウェルカムソング ♬ 

開会挨拶 

会長挨拶 

乾杯 

バンド演奏 🎶 

         プレゼント抽選タイム 

         閉会挨拶 

 

 

なし 

 

 

■会長の時間    佐々木 史昭 君 

「東北鉄構業界とガバナーエレクト壮行会」 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。先週は所用により欠

席させて頂きましたが、欠席の段取りが悪く、

澤田幹事に連絡したあと、会長の時間の対応を

吉田エレクトにご快諾頂いたものですからそ

の後すっかり失念してしまい、滝田プログラム

委員長にも立花副会長にも連絡をしないまま

当日を迎えることになってしまいました。大変

申し訳ありませんでした。 

会長不在時の代行順位は副会長→会長エレ

クトであることは承知しておりましたが、会長

としてあるまじき失態、大いに反省しておりま

す。 

滝田委員長と立花副会長に大人の対応を頂

いたおかげで例会を混乱させずに済みました

が、今後十分気をつけて参りたいと思います。

先週の所用というのは、東北地区鉄構工業会理

事会が同日盛岡で行われ、毎年２月に開催され

ている国土交通省東北地方整備局建政部長と

東北鉄構業界との意見交換会において、取り扱

うテーマのひとつに橋梁業界に関するものを

含めて頂けるかどうかを決める理事会で、私が

議案説明をさせて頂くことになったというわ

けでした。 

理事会は各県３名６県合計１８名の理事で

構成されていますが、橋梁を扱っている会社は

２～３社のみで、ほとんどが建築鉄骨を扱って

いる会社であり、これまでの意見交換会も大半

が建築鉄骨に関わることとなっておりました。 

しかし東日本大震災後の東北地方整備局発

注の橋梁工事について入札結果一覧表をつく

ってみたところ、復興道路と位置づけられてい

る三陸沿岸道の工事が大型化していることも

あって発注ロットが大型化し、そのほとんどが

大手橋梁メーカーによって受注され、東北の企

業の受注率が５％に満たない状況が明らかと

なり、地方創生の観点や地域のインフラ整備の

あり方としてそれでよいのか？ということを

意見交換のテーマに取り上げたいということ

でした。 

各社の利害も絡んで難しいところでしたが、

何とか橋梁を扱っていない理事のみなさまに

もご理解を頂き、テーマとして取りあげてもら

うことになりましたし、２月の意見交換会の意

見口述も私が行うこととなりましたので、２月

以降もし機会がありましたら、その状況などに

ついてもご報告申し上げたいと思います。 

 

さて日曜日の夕方は、ロータリー２５２０地

区２０１６－１７年度ガバナー濱守豊秋ガバ

ナーエレクト（大船渡西ＲＣ）のサンディエゴ

国際協議会参加壮行会が盛岡ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾎﾃﾙで開

催され、上田ガバナー補佐と、吉田会長エレク

トと私の３名にて参加して参りました。 
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◆例会プログラム 

目に見える地域貢献をしよう！ 

◆幹事報告 

 

◆第 297９（1２/15）例会の概要 

 

 

前回例会は地元が５％

しか受注出来ない橋梁

工事の現状を訴える数

少ない機会とお休みを

頂きました。 

２月の口述も火曜日だ

とすみませんがまた宜

しくお願いします。 

Bulletin/ web 



２５２０地区においても着々と次年度に向

けた準備が進んでおり、私もいよいよあと半

年！去年の伊藤誠一郎直前会長の気持ちがよ

く分かるようになって参りました。(笑) 

濱守ガバナーエレクトの次の次の年度も岩

手県からガバナーを出さなければならない訳

ですが、その際に花巻エリアから輩出すること

への期待が高まっていると感じさせられまし

た。具体的な動きが私たちに見えるのはもう少

し先のことになりそうですが、誰になっても協

力体制は求められそうです。 

 

その後、電車で花巻まで戻り、日曜日の夜に

も関わらず開催されておりました親睦委員会

に３名揃って８時過ぎから乱入し、合計９名で

クリスマス例会に向けて大いに盛り上がりま

した。 

 

 

 

 

 

 

来週のクリスマス例会には、外部ゲストとし

て、花巻北高在原校長先生、川村副校長先生、

るんびにい美術館より三井理事長、高橋次長、

ほか女性１名、米山奨学生のウン・ドナさんと

菅原利直さん、そして南部美人からベン・ベル

と８名のお客様にご参加頂く事になっており

ます。ぜひ、会員、ご家族、多くの方にご参加

頂き、楽しくＸｍａｓをお祝いしたいと思いま

す。 

 

また来年５月末のＲＩソウル大会には、花巻

から８名の登録を頂きました。ありがとうござ

います。順不同で上田さん、三田さん、立花さ

ん、一郎さん、鹿討さん、典克さん、吉田君、

佐々木の８名です。 

先週、私がマイロータリーの機能を使って８

名分の登録料をまとめて支払いしましたが、そ

の際マイロータリーの機能を調べまして、ロー

タリー財団への寄付をマイロータリーからオ

ンラインで行えることがわかり、会長としてい

つかは寄付しなければならないと思っていた

ので、早速１０万円（ＵＳ＄８３３）を寄付さ

せて頂きました。 

米山奨学生に関しては、オンライン寄付のシ

ステムがなく、事務局を通じて現金を指定口座

に振り込むという手順のようですので、私もま

だ行っておりませんが、会長在職期間中にぜひ

行いたいと思っております。みなさまにおかれ

ましても、ぜひ双方への積極的なご寄付をお願

いしたいと存じます。 

 

昨日は、笹木賢治君より、花巻リトルシニア

が北東北大会で２年連続優勝を飾られたこと

の感謝講演会を開催する予定だが、花巻ロータ

リーとして名義後援いただけないかとの申し

出があり、会長判断で快諾させて頂きました。 

１月の理事会で金銭面の補助について協議

させて頂きたいと思いますが、ニコニコボック

ス会計も順調に集まっているところでもあり、

年度活動方針の「目に見える地域貢献をす

る！」ためにも、みなさまのご理解を宜しくお

願いしたいと存じます。 

 

さて本日のプログラムは、会員卓話として、

戸来昭浩さんより「はなしんトピックス」と題

してスピーチを頂戴致します。みなさん、ご静

聴方宜しくお願い致します。 

 

 

 

■戸来 昭浩 君 
「はなしんトピックス」 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業の経営支援に関する取組み 

１．「花巻 夢・企業家塾」の開催 

平成１６年から次世代の企業経営者の育成支援

を目的に開催。平成 2６年度は６名の講師で年間 9

回、延べ９３９名が受講。講座以外に合同企業交

流会の開催や東京感動ツアーなどの企業視察で

好調な企業の経営者の思いや理念を聞いたりしま

した。１２月１７日(木)にはグランシェールで東北大

◆会員卓話 

 

 

例会は RC の考えや皆

さんの想いを学ぶ本当に

貴重な 1時間と感じていま

す。身長 184㎝、大田生ま

れ の 53 歳 。 Boston 、

Journeyなどオヤジの洋楽

で気持ちにスイッチ入れ、

半沢直樹以来ハマってる

池井戸潤の下町ロケット

の「技術は嘘をつかない」

等の佃社長の一言一言に

心打たれます。 

日曜日の親睦委員会に

澤田幹事より差し入れ

に頂いた手打ちそば→  

ほんま、ビックリポンの

レベルどした♪ 



学大学院経済学研究科の藤本教授の「組織のパ

フォーマンスを高める」公開講座を開催します。 

 

２．各種ビジネスフェアへの出展協力 

仙台夢メッセでのビジネスマッチ東北２０１５など

全国の信金と連携し、サポートしています。 

 

３.岩手県よろず支援拠点「無料相談会」開催 

 中小企業庁の認定機関として中小事業者の売上

拡大や販路開拓、事業継承などの相談を受けま

す。 

 

４．地域貢献、地域活性化の取組み 

◇桜の絵画コンクール 

花巻市、遠野市の小学生から1,338点の応募を

いただき、表彰・展示しました。 

 

◇特殊詐欺被害防止（預金小切手プランの推奨） 

 10 月 14 日に花巻警察署の協力のもと声かけ訓

練を実施しました。高齢者が高額引き出しを行う時

には自己宛小切手である預金小切手を薦めてい

ます。これは取り立てをしないといけないので引き

出しに 1週間かかり、その間に支払先が特定され、

足がつき、犯人逮捕につながるものです。 

 最近は喪服を着て銀行に行くように犯人が指示

するケースもあり、十分注意するようにしています。 

 

 また、善意の心を逆手にとって市内に老人介護

施設を建てるのに出資しないか、優先的に入所で

きるよと持ち掛け、断ると被災地の希望者のために

出資する人がいるので名義を貸すように言って来

たりします。 ここで名義貸しをすると別の男から名

義貸しは犯罪で処罰される。解除するのに 300 万

円、解除後に戻るから用意するように脅され、現金

をコンビニから宅急便で送るように指示されたり、

手口が巧妙化しています。 

 

◇はなしんゴルフ友の会旅行（FDA利用） 

定期の満期金で行けるツアーですが、九州でゴル

フをしてみたいとの声に応えて今年は長崎のたち

ばな信金と連携し、70 名でゴルフと観光のツアー

で親睦を図りました。 

 

◇子育て世帯支援 

お子様 1 人の方は定期預金の店頭表示金利の 2

倍、2 人なら 3 倍、3 人以上なら 4 倍にして支援し

ています。 

また、自動車や住宅などのローン金利をお子様１

人の方は 0.1％引き下げ、２人なら 0.2％、3人以上

は 0.3％引き下げることで定住人口の増加に貢献

しようとしています。 

 

「地域のお客様のために考え、行動し、やわらかい

心をもって対応する」をモットーに「スモールエクセ

レントバンク」を目指して取り組んで参りますので、

今後とも宜しくお願い致します。本日はこのように

お話する機会を頂き、ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事  澤田 常夫 君 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

３１人中 1５人の出席 

出席率   63.0％ 

  前回修正 66.7％ 

メーキャップ   

12/13（日） 濱守ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ国際協議会壮行会

並びに皆川ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅ規定審議会壮行会 3人 

12/13（日） クリスマス会打ち合わせ 9人 

    
 

 

☆佐々木 史昭 君  

本日は戸来昭浩君の会員卓話を興味深く聞かせ

ていただきました。これからますますのロータリーで

の活躍をご期待申し上げます。 

 

☆谷村 繁 君（Web 非公開） 

  

◆ニコニコボックス 

◆出席報告 

◆幹事報告 

 

私も詐欺に遭う年

齢に近づいてきま

したので、十分気を

付けたいと思いま

す(笑) 

 

ロータリー米山記念奨

学会から特別寄付金明

細書送付がありました。 

当会高橋豊君が寄付さ

れました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

佐々木 賢治君より報告。 

「講演会のお知らせと後援ご協力のお願い」 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間に紹介された講演会について「内容を

簡単にお話しします。花巻リトルシニア野球の北東

北大会で今年の春と秋に優勝旗を持ってきた記念

で 1月 31日に JA野田で甲子園のグランド整備を

行っている阪神園芸さんにご講演頂くことになり、

今から会場・ポスター・チケットなど準備や資金繰り

など大わらわです。   

花巻リトルシニアの知名度を上げた方がいいと

いうアドバイスもあり、小中高校生は無料にしてグラ

ンドの土づくりの話に招待しようと思います。 

 花巻市、花巻商工会議所、JA花巻、花巻ロータ

リークラブ、花巻ライオンズクラブ、野球協会、岩手

日日にご後援を頂きました。 

 

 

そのポスター作製の関係で先に佐々木会長に名

義後援の了解を得ましたが、理事の皆様、ご理解

の程をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１２日(火) クラブ協議会（前期事業報告） 

慶祝該当者スピーチ<例会前理事会> 

会員誕生祝： 

戸来昭浩君、安藤武彦君、佐藤良介君 

在籍表彰： 

高橋 健君 （46年）、滝田吉郎君（14年） 
 

 

 

 

 

１月１９日(火) ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ/会員拡大委員会担当 

１月２７日(火) 花巻３ＲＣ合同新年会＠菊の会合同 

（花巻北ＲＣ担当） 

２月２日（火） 慶祝該当者スピーチ／幹事   

会員誕生祝： 

橋川秀治君、多田浩二君、飯塚正晴君 

夫人誕生祝： 

橋川史子さん、澤田香子さん 

結婚記念： 

多田浩二君・理絵さん 

在籍表彰： 

上田 穣君(２０年)、鳥畑 昭裕君（３年）、 

橋川 秀治君（２年） 

２月９日（火） ＲＩ創立記念日に因んで 

   ／担当 伊藤誠一郎直前会長 

◆第 297９回例会のメニュー 

◆次回のプログラム 

◆委員会報告 

 

 

花巻リトルシニア春

秋連覇記念講演会の

名義後援の了解を

佐々木会長に頂きま

した。次回理事会で

ひっくり返ることがな

いように暮れぐれも

宜しくお願いします

(笑) 

◆今後のプログラム案内 

＜ 天 丼 ＞ 

 

 

花巻小学校他、花巻の

小学校に北上リトルシ

ニアからメンバー募集

が来ているようです。 

みなさん、花巻リトルシ

ニアを宜しく！ 

また、Xmas パーティー

には参加者分のプレゼ

ントをお忘れなく ♡ 

◆クラブ会報委員：鹿討康弘/多田浩二/佐藤誠吾/鳥畑昭裕/橋川秀治/小山田泰彦/飯塚正晴 

◆事務局 〒025-0075  花巻市花城町 10-27花巻商工会議所内 花巻ロータリークラブ TEL /FAX : 0198-41-1133 

Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jpURL   http//www.hanamaki-rc.com  記事担当/橋川 

 

  

 

 

mailto:hrc@hanamaki-cci.or.jp

