
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 月 RI 月間テーマ 「疾病予防と治療月間」 
第 3121 回例会         2018 年 12 月 18 日 
18：00 例会開会 ～ホテル グランシェール花巻～ 

 
 

                                                                             
 

 
◆1/19(土)「第 6 回はなまき社教の集い」開催について 

ご案内 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会 会長 高橋 勲様 
◆2017-18 年度年次報告書の送付について 

RI 第 2520 地区 17-18 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ 藤崎三郎助様 
◆ハイライトよねやま Vol225 送付 (公財)ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会様 
◆2018-19 年度月信原稿のお願いについて  地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所様 
 
 
 
 
12/25(火)3122 回 会員卓話又はゲストスピーチ     担当：

戸来昭浩君 
【1 月 月間テーマ 職業奉仕月間】 

1/1(火) 正月休会 
1/8(火)3123 回 新年乾杯・1 月慶祝 
      クラブ協議会『前期事業報告』 
1/15(火)3124 回 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 月間テーマ  

職業奉仕委員会 上田委員長 
1/23(水)3125 回 市内３RC 合同新年会 主幹：花巻北 RC 

ホテル紅葉館 18：00 開会 
１/29(火)3126 回 会員卓話又はゲストスピーチ 調整中 
 
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 

講演依頼を送付させていただきます。 

 

 

 
■   

■会長の時間           三田 望 君  
□概要  
日曜日に谷村さんと地区ガバナーエレクトの研修壮行

会へ行ってきました。さきに昨年度の決算報告がありまし
た。エレクト壮行会にあわせ、規定審議会参加者桑原 PG
とゾーン代表菅原 PG の壮行会も行われました。菅野元
RI 理事の壮行のご挨拶の中で、“心技体”について話され
ておりました。またロータリーの形骸化が進行している中
で、時代の変化と共に変わっていく部分も必要だが、根幹
のところの改革が進みすぎると、ロータリーらしさが失わ
れてしまう可能性も否めない。例会出席や友の購読、会費
の納入と最低限の義務は必要と考えます。 
懇親会では、伊藤 PG や山口 PG とも久々にお会いできま
した。滝ノ沢クラブは現在 5 名だとか・・・。高齢化も
あるかもしれませんが、だからこそ会員拡大が必要になっ
ています。そんな中、鹿討エレクトご紹介のメタルスプレ
ート宮腰社長が入会されるのは喜ばしいことです。皆様で
勧誘の輪を広げていきましょう。 
今後ともよろしくお願いいたします。 
      
    
ホテル花城        

『エビのチリソース』 
 
 
 

 
                                                                            

【世界の課題とロータリー】 
 今月のｶﾞﾊﾞﾅｰ月信に花巻北 RC と載った橋川です。 
12/21 日に SDG‘S のフォーラムが盛岡であるのですが、
そこに向けた勉強も兼ねて卓話をさせて頂きます。 
以下、パワーポイントより抜粋します。 
プラネタリー･ファウンダリーという考え方で現在の

地球を表現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MDGｓから SDGｓへ 
 
 
 
 
 
 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆会員卓話   担当：社会奉仕委員会 橋川秀治君 

  

 

 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆メニュー 

 

 

  

 

 

2018-2019年度

会長：三田 望 幹事：阿部一郎

会長エレクト：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
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◆3119 回 例会の概要 

 

□18：00 開会点鐘          三田会長 
□ロータリーソング斉唱・・省略 
□ゲスト・ビジター紹介        幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 
□会長の時間                三田会長 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□閉会点鐘               三田会長 
 
 
 
 
 
 
 

例会セレモニー終了次第 

♣ X‘mas 家族会プログラム ♠ 
司会進行：親睦委員会 

  お料理とアトラクション、わくわくプレゼントを

ご家族みなさまでお楽しみください   
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「安さを優先して買う」という人が少なくない日本では、
SDGｓが浸透しない要因となっている現状。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリーの６つの重点目標とピッタリ。 
月間テーマとも考え方があっています。 

「基本的教育と識字率向上」とは？ 
世界には子どもたちが基本的教育が受けられず、成人が
十分に読み書きのできない国や地域があります。そうし
た地域で基本的教育を提供し識字率を上げればその他の
諸問題の解決の糸口をつかむことができる。これは ロ
ータリーの６つの重点分野の一つ。 
重視される理由は、 
１）全ての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡率
は 66％減少 
２）読み書きのできる母親を持つ子どもは、できない母
親の子どもと比較し５歳以上まで生き延びる確率 50％
高い。 
３）低所得国で全生徒が読み書きを習得した場合、１億
7100 万人が貧困から抜け出すことができる。これは全世
界の貧困の 12％に相当。 
疾病予防やその対処にも差が出る。 
 

識字者と非識字者の情報格差の 
広がりが貧困の連鎖を生み出す 
要因に。 
非識字が生活向上の妨げとなり 
貧困の悪循環に陥りやすい。 

 
みなさまはどうお考えでしょうか？ 
 
 
 
 
(公財)ロータリー米山記念奨学会 より 
□伊藤隆規君へ【第 1 回米山功労者】感謝状が贈呈され
ました。 
□花巻ロータリークラブに【第 5 回米山功労クラブ】 
感謝状が贈呈されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

33 人中  15 人出席  出席率  55.5％ 
       前回修正 74.0％ 
 
 
 
 

 
 
  
 
＜三田 望君＞ガバナーエレクト研修壮行会に参加しま
した。菅野元 RI 理事より、はなむけの言葉。年を感じさ
せないスピーチでした。RI の中でも有数な減益高齢ロー
タリアンです。 
 
＜阿部一郎君＞橋川君卓話ありがとうございました。日曜
日に妻と二人で久しぶりに映画を見てきました。「ボヘミ
アン・ラプソディ」。懐かしさと感動がありました。 
＜立花徳久君＞奥州市へ美味しい物を探しに行きました。
リンゴはさすがに蜜たっぷりで美味しかったです。偶然寄
った団子屋の天日干し米の団子が美味しく、そのお米をも
みの状態で譲っていただき大変嬉しい一日でした。 
 
＜佐々木史昭君＞橋川君のSDG‘S17のゴールの話地球規
模の取り組みとロータリー活動の関係を教えていただき
大変勉強になりました。ありがとうございます。 
 
＜鹿討康弘君＞以前オブザーバー参加いただいたメタル
スプレートの宮腰社長より入会のお返事を頂きました。 
本日は今年最後の「ぬくまる食堂」です。少し早い Xmas
プレゼントをボランティア・サンタより配る予定。ケーキ
も用意してます。 
＜吉田和洋君＞花巻商工会議所工業部会視察研修で九州
へ行ってきました。所属は商業部会ですが弊社メイン商材
の TOTO の本社小倉工場視察での参加です。藤田さん、
伊藤(隆)さんも一緒でした。いい研修会でした。 
橋川君お忙しい中、卓話準備ありがとうございました。 
 
＜滝田吉郎君＞妻の誕生祝ありがとうございます。 
 
＜谷村 仁君＞橋川さんの卓話を聴き、地球環境の様々な
問題について勉強しようと思いました。先日新たな青菜を
付けようと倉庫を整理したところ、昨年の物が残ってまし
た。醗酵臭はありましたが、刻んでチャーハンにしたら美
味！古漬け希望の方はお声がけください。 
＜藤原喜子君＞来週から 2 週連続で目の手術をする事に
なり例会他欠席になります。クリスマス会楽しみでした。 
目がバッチリになったら、また頑張ります。少し早いです
が皆様一年ありがとうございました。良いお年をお迎えく
ださい。 
＜藤田勝敏君＞12/18Xmas 家族例会皆様のご参加よろ
しくお願いします。現時点 52 名(昨年 71 名)でした。 
 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 

※紙面の関係上、一部省略させていただく場合があります。ご了承ください。 

 
市内３RC合同行事の事前ご案内 

※2019 年 1 月 23 日(水)市内３RC 合同新年夜例会 
花巻北 RC 主幹 ホテル紅葉館 18：00 開会です。 

万象お繰り合わせの上、ご参加をお願いいたします。 

 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告            出席委員会 

メーキャップ 

12/9(日)鈴木賢ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ国際協議会・桑原 PG2019 規定

審議会・菅原 PG 地域ﾘｰﾀﾞｰ研修ｾﾐﾅｰご出席 壮行会  

三田望君・谷村繁君 

 

編集制作 
【クラブ会報委員会】 

委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

花巻ＲＣ Web 

◆感謝状【米山功労者・功労クラブ】の報告            

  

 

ロータリー 

PR動画 

 

 

 

 

 
外務省 

SDGｓ 


