
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

4 月 RI 月間テーマ「母子の健康月間」 
第 3088 回例会/No.38 2018 年 4 月 3日 
               

 
1.  開会点鐘  
2. 国歌斉唱 
3. ロータリーソング斉唱 
4. 四つのテスト 
5. 会長の時間         
6. 慶祝 
7. 「短期青少年交換留学オクラホマ報告」 

 会場監督 佐々木 史昭 君 
8.  幹事および委員会報告    
9. 出席報告 
10. ニコニコボックス      
11. 閉会点鐘   
 
・2018年度 4月ロータリーレート  1ドル＝104円 
           ［国際ロータリー 日本事務局］ 
・地区大会本会議 4月 22日（日）地下鉄混雑に対する事前の 
お知らせ               ［ガバナー事務所]  

・6/2(土)前沢ロータリークラブ創立 50周年記念式典及び 
祝賀会のご案内 [前沢ロータリークラブ 会長 鈴木 秀悦]  

 
 
 
■会長の時間「34 回/49 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。佐々木史昭君がアメリカ
から花巻東高の試合を応援していると
いうことで、ラインから 1回ごとに試合
経過を報告しておりました。初回、東邦
が敵失での出塁を活かせず、逆にその裏、
花巻東が1死1,3塁から敵失で先制し完

全に流れはこちらにあるなとは思いつつも、強打の打撃を誇
る東邦なのでどうなるかなと心配しておりました。しかし、
その後も花巻東は追加点を加え、一方、東邦は田中君の投球
にタイミングが合わず、凡打を繰り返しておりました。 
ある方が祝勝会で「東邦は大谷君の球であれば打つことが

出来たと思うが、田中君の球だから打てなかったのではない
か」と話されておりました。かつて花巻東が選抜覇者の敦賀
気比に勝利した試合を思い出しました。正直、今回は東邦に
分があるなと思いつつ応援に向かいました。いつ、逆転され
るか最終回まで恐れているうちに、東邦打線は不発に終わり
花巻東が勝利しました。また、カーラが応援している姿を見
たいと言うと同窓会長の滝田君の誘導で生徒の応援席まで
スムーズに移動し、カーラの写真も無事に撮らせて頂きまし
た。あらためて滝田君の同窓会長としての力の凄さに接して
きました。今回は本当に楽しく嬉しかった応援でした。 
この後、鹿討副会長から「ぬくまる食堂」プレオープンの

卓話をして戴きます。私も 3日間参加して参りましたが、こ
こまでの準備は本当に大変であっただろうと思いました。 
取材の方々も多くいらっしゃいましたが、何よりも多くの子
ども達が参加してくれたことが一番嬉しかったことです。 
女の子達は可愛くおとなしい子が多かったですが、男の子

達は元気で橋川君が相手をしておりました。橋川君はどこへ
行っても人気者です。3日目は女の子だけの参加となりまし
たが、私は初めて百人一首を経験しました。最近、映画「ち
はやふる」の影響で百人一首は人気があるそうです。百人一
首は恋の歌の詞が多く、子ども達も成長すると内容を理解す
るでしょう。そして、自分の人生に置き換えたりすることも

あるでしょう。今後の成長が楽しみです。では、ここら辺で
鹿討副会長から「ぬくまる食堂」について詳しくお話をいた
だくことにしましょう。そして是非、花巻東高の次の試合の
応援に皆で行きましょう。ありがとうございました。 

 
  
 
皆様、おつかれさまです。立花会長には 3 日間ご参加い

ただき、大変ありがとうございました。 
ぬくまる食堂プレオープン 3日間の概要をご説明します。 
 

・3 月 20 日（火）オープン初日、天候：晴れ 
参加者：1 回目：銀河学童 1、2 年生 10 名 引率 1 名   

2回目：銀河学童 3,4年生 12名 引率 1名 
※一般申込はなし 

用意した食事数：40食分 
提供食事数：学童 計 22名、引率者 1名、事務局（ＲＣ
スタッフ）14名 報道 1名 計 38食 
報道：岩手日報 岩手日日 ＮＨＫ盛岡放送局 
放送日：当日ＮＨＫ18：15『おばんですいわて』にて放映 
反省点として、トイレが一つしかないため食事前のトイレ使用
が集中し、食事の開始が 15分程遅れました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 

                  
 
・3 月 22 日（木）オープン中日、天候：雨 
参加者：1回目：銀河学童 1年生 8名 引率 1名 

   2回目：銀河学童 5,6年生 5名 引率 1名 
一般 こども 7人 保護者 3人 
用意した食事数：50食分 

提供食事数：学童 計 13名、引率者 1名、事務局（ＲＣ
スタッフ）13名 一般 10人 計 37食 報道：なし 
食事は子供達には美味しいと好評でした。 
 

・3 月 23 日（金）オープン最終日、天候：曇り 
参加者：1回目：銀河学童 2年生 14名 引率 1名   

2回目：銀河学童 3年生 13名 引率 1名 
※一般 こども 4人 保護者 1人（食事なし） 
用意した食事数：50食分 

提供食事数：学童 計 27名、引率者 1名、事務局（ＲＣ
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パスポート替りの缶バッジを
子供達に配布中です。 

谷村さんのバルーンアートは
子供達に大人気でした！ 

社協の会長さんにもご参加
いただきました。 

立花会長のいただきますで、
食事がスタートしました。 
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スタッフ）11名 報道 2名 一般 4人 計 45食 
報道：めんこいテレビ ＦＭ花巻 
放送日：ＦＭ花巻 26日（月）12：15～放送 

めんこい 28日（水）18：14～ｍｉｔみんなの 
ニュース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
担当 会長エレク              
ト 三田 望 君 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆さんのお手元に反省点、課題等をまとめた資料がござい
ます。ご覧になって下さい。ニーズ調査を行いましたので、
抜粋してご説明します。 
開催場所、時間について 
・学童に馴染めず、低学年のうちから鍵っ子。定期的に開催
があると助かる。（放課後の時間を希望） 

・入所させたかった学童は年契約の為、普段は学校が終わっ
た 1～2 時間の為に利用料を払うのが厳しい。（放課後、
長期休みの希望） 

・母親がダブルワークの為、夜遅くまでやって！という子ど
もの声もあった。（放課後の必要性大とみている） 

今後必要とするサポートについて 
・普段は祖母に預けている、開催日に参加することでその間、
祖母が休める日になる。 
･帰って来てから宿題を見てあげる余裕が無い。 
･送迎がなくても自分で来れる学区内にあれば助かる。 
･学区外の為、通常は参加できない。 
･たまたま、仕事を持ち帰ってきたので、今日の参加の間に
自分は家に帰り仕事を片付けることができた。そのお蔭で、
帰った後は家のことが出来る。 

・子どもだけでもご飯を食べてきてくれると時間が出来て助
かる。子どものご飯を作らなければ思うと早く仕事を切り
上げなければならず、持ち帰ることも。 
見えてきた課題 
・学区内、学区外にあるかで参加に差が出てくるとみている。 
また、学校によってはランドセルを一度家に置かないと、 
出かけてはいけないルールがあり、学校側の協力も必要と 
なることから、現在社協より、学校に放課後のルールにつ 
いて問い合わせを行っていただくことにしている。 
その結果次第で学校に「特例」という訳ではないが、協力
をして頂こうと考えている。 

開催にあたっての課題として 
･駐車場の利用に関して、一般の参加者が近辺の店舗利用者
の駐車場を利用しないよう、マナーを守った利用を呼びか
けることが必要 
 
今回の開催におきまして、たくさんの方々よりあたたかい 
ご協力をいただきました。「谷村さん・橋川さんの御夫人、

(有)やまそう伊藤操一さん、菊忠印刷様、高千代様、花巻市
社会福祉協議会の皆様他」ありがとうございました。今後、
本開催にむけ、社協を含めた実行委員会で早速、来月の 9
日（月）14：00～会議を行う予定となっております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31人中 14人出席           
出席率  56.0％ 前回修正 64.0％ 
◇メーキャップ  
3/25（日）会長エレクトセミナー 三田 望 君  

    
 

＜立花 徳久 君＞ぬくまる食堂大盛況、おめでとうございま
す。鹿討副会長ご苦労様でした。今後の活躍を期待していま
す。花巻東高大活躍、大変感動しました。カーラの応援する
姿、素晴らしかったです。 
＜阿部 一郎 君＞碧海さんを水沢グランドホテルに送って
来て遅れました。橋川君、代理ありがとうございました。  
鹿討副会長、ぬくまる食堂ご苦労様でした。大成功に終える
ことが出来たと思います。5月の本番も頑張っていきたいと
思います。 
＜鹿討 康弘 君＞花巻東、1回戦突破おめでとうございます。
「ぬくまる食堂」無事にプレオープン終了致しました。みな
さまありがとうございました。谷村君のバルーンアートの影
響で今我が家はバルーンだらけになっています。お婿さんが
ハマッテしまい毎晩作り続けています。今日もアマゾンで風
船が 100本届く予定です。 
＜吉田 和洋 君＞ぬくまる食堂プレオープンおめでとうご
ざいます。ロータリーのＰＲもありがとうございます。「い
いこと」の実践すばらしいです！東高校もすばらし～！ 
＜三田 望 君＞①花巻東高校初戦突おめでとうございます。
立花会長、滝田さんご苦労様でした。次も二人が行けば必勝
だと思います。②ＰＥＴＳに行って来ました。ＰＥＴではあ
りません。これから勉強です。③ぬくまる食堂まずは第一弾
大成功ですね 
＜橋川 秀治 君＞先週はぬくまる食堂、プレオープン皆様お
疲れ様でした。私は 3 日間出る予定でしたが、22 日は調理
担当となっており、家内が無理でしょうと代わりに行ってく
れました。金曜日のカーラとの会食とカラオケも家内と 3人
で楽しむことが出来、奥様、さまさまです。 
 
第 3087 回例会のメニュー 
『豚カツカキフライ定食』                                                                    
                    
 
 
   
 
 
 
 
4/10(火) 会員卓話 担当 浅沼 幸二 君 

米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
4/17(火) ゲストスピーチ 担当 佐々木 史昭 君 
          スターブリッジ社長 茂庭 裕之 君 
4/24 (火) 菊の会合同観桜会 場所未定 
5/1（火）休会（定款第 6条 ＧＷ）  

 
クラブ会報委員会 
委員長:藤田 勝敏 (今回担当)  

AD:橋川 秀治  鹿討 康弘 

◆出席報告  

 

 

■ニコニコ Box 

 

◆今後のプログラム 

  橋川君、幹事代行 
ご苦労さまでした！ 


