ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

Web

HANAMAKI

ROTARY CULB BULLETIN

国際ロータリー第 2520 地区

花巻ロータリークラブ 週報

2016-2017 会長：吉田和洋 会長ｴﾚｸﾄ：立花徳久 幹事：鹿討康弘
例会日：毎週火曜日 12:30~13:30 会場：ホテル花城 0198-22-2333
事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内 0198-41-1133
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp URL http//www.hanamaki-rc.com

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ

ROTARY
SERVING
HUMANITY

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

2 月度 RI テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」
【 2/23 は RI 創立記念日！ 】

さて、本日のプログラムは、26 日に迫りました、イン
ターシティミーティング花巻にむけて、上田実行委員長
第 3033 回例会/No.30 2017 年 2 月 21 日 よりのお話となります。
❁菊の会合同❁夜例会 in ホテル花城
12 日の日曜日、ご覧になった方もいらっしゃると思い
ますが、
NHK 総合で午後 9 時より、子ども食堂関係では
◆例会プログラム
ありませんでしたが、『見えない“貧困”～未来を奪わ
１． 開会点鐘
れる子どもたち』という特番を放送しておりました。
２． ロータリーソング斉唱
子どもの 6 人に 1 人が「相対的貧困」
と言われる日本。
３． 四つのテスト
４． 会長の時間
しかし具体的に何が困り、どういった支援が必要なのか
５．
ゲストスピーチ 林風舎 社長 宮澤 和樹 様
が見えず、明らかにされてきませんでしたが、自治体に
６． 幹事および委員会報告
よる新たな大規模調査から『見えない貧困』の姿が見え、
７． 出席報告
「新しい服が買えない」や「アルバイトで生計を支えて
８． ニコニコボックス
いる」
「家族で旅行できない」「一人でいる時間が多い」
９． 閉会点鐘
など具体的な状況が初めて見えるようになってきてい
◆幹事報告
るということでした。入試・入学金の制度や奨学金の在
・第 1 回日本ＲＹＬＡセミナーロータリアン参加のお願い り方にも触れていました。
第 1 回日本ＲＹＬＡセミナー 大会委員長 松宮 剛
世帯収入だけでは見えない、貧困を見えにくくさせて
・ハイライトよねやま 203
(公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学会 いた要因も浮かび上がってきているそうです。
・2017-2018 年度 会長エレクト研修セミナーのご案内
1 つはファストファッションや格安スマホの物質的要
RI 第 2520 地区 ガバナーエレクト 藤﨑 三郎助 因により粉飾されていること。
・ガバナーノミニー並びにガバナーノミニー･デジグネート
2 つ目は高校生のアルバイトなど子ども達が家計の支
決定のお知らせ/
RI 第 2520 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ 濱守 豊秋
えを担っている事実。
3 つ目は、本人が貧困を隠すために、教師やまわりの
◆第 3032 (2/14)例会の概要
大人が気づきにくいということ。
）例会の概要
■会長の時間「28
回/46 回」 吉田 和洋 君
で、この状況を放置していれば、社会損失は 40 兆円
みなさまこんにちは！
という試算もあるそうです。
日経新聞に気になる記事があり
気にしているせいか、最近そういった番組が多くなっ
ましたので、ご紹介したいと思いま
てきているような気がします。
す。それは、日本人は資源を使いす
そういった中、インターシティミーティングで、支援
ぎ？というもので WWF（世界自然
活動をされている方のお話を聞くことは、非常にいい機
保護基金）の報告書では、仮に世界
中の人間が日本人と同じような暮 会ではないかと思います。まずは聴講し、思慮を深め、
らしをした場合、地球全体で必要に 現状を理解したいと思います。
では、上田実行委員長へバトンタッチし、会長の時間
なる食料や水、木材など自然資源の
を終わります。本日もよろしくお願いします。
量は、地球が安定的に供給できる量の実に 2.9 倍になっ
てしまうとの報告書を発表しています。

◆ｲﾝﾀｰｼﾃｨ ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(IM)花巻

実施に向けて

各国の消費データを専門チームが分析したところ、現
IM 実行委員長 上田 穣 君
状でも 1.6 倍の資源が世界全体で消費されていて、中国
「骨が折れますね」と
やインドといった新興国が経済成長し、先進国並みの暮
私も！肋骨。
よく言いますが、骨、折
らしをする人が増加ずると、状況はさらに深刻化する懸
ったんです、私…（爆）
念があるそうです。発展途上国の人々が貧困に苦しむ一
え、滝田君も！ 肋骨？
方、日本などの先進国で資源の大量消費が続いているこ
コケて？手術したの？
とを示す結果としています。さらに、チームは 2012 年
あ～巻いて 1 ヶ月。痛い
の国民 1 人当たりの環境負荷を計算したところ、アメリ
よね。鹿討君も手首やっ
カ・カナダが 4.8 倍、ドイツ・フランスが 3 倍で、2.9
たとか、他にも結構いま
倍の日本は先進 7 か国で 5 番目ということです。
すが、痛いんです…(笑)。
日本は特にも食生活に伴う負荷が全体の 26％を占め、
（中略）皆さんの手元の吉田会長の力作カラー資料に、
食品の大量廃棄が浮き彫りになっています。自動車や飛 インターシティミーティング（IM）花巻。テーマは「共生
行機など CO2 を排出する交通分野も 32％と多くの資源 社会の実現に向けて」とあります。
IM は分区単位、我々第 2 分区は花巻、北上、水沢、江
を消費しています。みなさまはどのように感じますでし
刺ですが、そのガバナー補佐が主催してやります、
ょうか？

■2520 地区 国際奉仕委員会 青少年交換委員会報告
テーマはロータリーの事だったり、
第 3 回オリエンテーション
佐々木 史昭 君
一般的、社会の事でその時に話題にな
っていること、或いは考えなければな
麻生菜穂美(白石北)委員長の予定が 2/26
らない問題点について講演会だった
しか空いていないとのことで、悩んだの
り、フォーラムだったり色んな形式で、
ですが、来て貰わないと困るとの事で申
知識を広め、深めるとともに分区内の
し訳なくも IM は欠席します。盛会をお祈
会員の親睦を図るのも重要な目的です
り致します。オクラホマと調整中ですが、
と「ロータリーの友」にも書いてあり
3/15 から 3/28 日までの実質 12 日間、石
ます。目的が今話題となってることを
巻東 RC の菅原団長と盛岡 3、花巻 2、北
みんなで考えるとともに懇親を深める
上 1、江刺 1、千厩一関 2 宮城県 2 の 10
ことなので本当は全員参加することとなっているんです ?人でオクラホマ周辺半径 70km の 7 クラブを回ってきます。
高校生には自己紹介や英語の勉強をさせてますし、彼らの
が、なかなかそれが全員参加に最近はなっていない。
名刺を委員会で用意しています。26 日は欠席ですし、3/15
去年は水沢で、その前は北上でやりました。花巻・北上
から 28 まで不在にしますが、宜しくお願い致します。
地区、そして水沢・江刺地区、この 2 つの地区で交互に当
番をする。各地区の中でも各クラブが交代で当番をし、花
◆出席報告 /////
巻・北上に 7 クラブ、水沢・江刺に 5 クラブあるから、12
年に 1 回ってくる。花巻 RC の 50 周年の前の年に確か IM
33 人中 12 人の出席
出 席 率
44 .4％
をやってる。あの時は谷村邦久君が実行委員長をやって、
前回修正
55.5％
次の年に 50 周年をやった。60 周年を一昨年やって、次の
メーキャップ なし
IM はまた 12 年後…。生きていますか皆さん？ナンチャッ
◆ニコニコボックス
テ(笑)…生きているな(笑)
いずれ、たまにしか回ってこないインターシティミーテ ◇吉田 和洋 君『上田実行委員長様、ありがとうございま
ィングなので、みんなで盛り上げたいなと会長、幹事、次
した。いよいよ迫って参りました。皆様、宜しくお願い
年度と一緒に考えてました。
します。
』
そして出席率を見ると相変わらず例会と同じに悪いよう ◇鹿討 康弘 君『本日はバレンタインです。今のところ、
まだ誰からも届いておりません。糖質オフ募集中です。』
なので、もう一回。文書を流そうと思います。是非参加し
て下さい。奥様達もぜひ参加して下さい。
◇立花 徳久 君『先日、ジェフベックのコンサートに行っ
前回の IM の報告書を見ても奥様達が襷をかけた写真が
て参りました。70 歳を過ぎてもまだ元気に 2 時間のコン
あります。やっぱり花巻 RC では菊の会の皆さんも参加を
サートをしておりました。感動しました。
』
して地区の分区の皆さんを歓迎するという意味もあります ◇佐々木 史昭 君『今週金曜日、鳥谷崎神社 稲田 典之 宮
ので、前の週に合同夜例会があって、そのすぐ次の日曜日
司に当社までおいで頂いて、当社社員で昨今続いている
にあるので大変だとは思いますが、お手伝い戴くので会費
業務内外での交通事故の“厄”を払う安全祈願祭を執り
は要りませんよとなっておりますので、是非奥様達も参加
行って頂きます。社員の家族も含め、業務外の私の時間
も含め、交通の安全を何が何でも確保して参ります。』
して頂くよう併せて案内したいと思います。
さて、この IM で何をやるかというと「こども食堂」。資 ◇阿部 一郎 君『高橋さんと松田さん。チョコレートあり
がとうございました。今もらえるのは家族と めい だけ
料にある暖簾、これは 1/29 に盛岡の材木町の宮澤賢治の銅
ですので 3 個ゲットしております。3/14 も例会日ですの
像がある場所、2 階は弁護士さんや司法書士さんがいて各
でホワイトデーを少しだけ期待していて下さい。
』
沿岸を支援している組織があるんですが、その一階で子供
達の貧困というと変なのですが、色々な生活困難を抱えた
◆第 3032 例会メニュー
人を排除しないで、社会的に包み込もうという所謂、包摂
的社会（Inclusive Society）にしようとしている「インクル
いわて」がやってる「こども食堂」の暖簾です。
詳しい話は IM で山屋理事長に聞いて貰えばいいのです
が、先日、実行委員会をやぶやさんで行った時に山屋さん
にも来て頂いてお話を伺ったのですが、お話は面白いし、
やってることも素晴らしいので、惹かれて実際にこども食
堂に行って来ました。
スタッフは山屋さんと事務局長の花坂さんとあと 2 人。
たった 4 人でどうしてるかというと食材をボランティアで
提供してくれる人、ボランティアで料理をしてくれる人で
やってました。この日は北上にある北良㈱という笠井パス
トガバナーの医療用ガス会社の若者がガスを使ったアトラ
クションをやってましたが、盛岡のガス会社の若者とグル
ープを作ってこども食堂暖簾を寄贈したそうです。
こうしたボランティアの方の寄付や寄贈で成り立ってま
した。こういう活動をしているインクルいわてのお話を聞
くのに花巻市や教育委員会にも案内しています。お話を聞
いて、バックアップ出来るならしたいと思っています。
資料に流れと役割が書いてあります。めったにないイベ
ントをみんなで楽しんでやりましょう。みなさんに参加の
呼びかけをお願い致します。

『天 丼』
◆今後のプログラム
2/23(木) 平塚 RC 創立 60 周年祝賀行事/友好ｸﾗﾌﾞ委員会
2/26(日) インターシティミーティング花巻 (ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻)
◆今後のプログラム案
2/28(火)
平塚 RC60 周年報告 友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上田 譲君
3/ 7(火) 3 月 RI 月間テーマ｢水と衛生月間｣ 理事会･慶祝
クラブ協議会｢次年度委員選出｣立花エレクト

クラブ会報委員会

委員長：橋川秀治（編集）
副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅
AD：鹿討康弘（撮影）、吉田和洋（録音）

