2018-2019年度RIテーマ

Rotary International District 2520

HANAMAKI ROTARY CLUB §BULLETIN§

Web

Weekly Report
国際ロータリー第2520地区

花巻ロータリークラブ

◆3122 回 例会の概要

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
1 月 RI 月間テーマ「 職業奉仕月間 」
11：00～理事会
己亥
12：00～昼 食
第 3123 回例会
2019 年 1 月 8 日

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□12：30 開会点鐘

三田会長
□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから
一.真実かどうか
一.みんなに公平か
一.好意と友情を深めるか
一.みんなのためになるかどうか
□ゲスト・ビジター他 紹介
幹 事
□本日のプログラム、メニュー紹介
親睦委員会
□新年を祝い コカ・コーラ で乾杯
□会長の時間
三田会長
□慶 祝・・・ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ
□【クラブ協議会】前期事業報告
三田会長
～ 各大委員長・委員長 ～
□他
□幹事報告および委員会報告
幹 事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
□13：30 閉会点鐘
三田会長

◆１月 慶 祝

敬称略

■会員誕生日・・戸来昭浩(1 日)/安藤武彦(9 日)
藤原喜子(27 日)/佐藤良介(28 日)
■夫人誕生日・・該当なし
■結婚記念日・・該当なし
■年バッジ(年)・ 高橋健(49)/滝田吉郎(17)/前田毅(3)
菊池倫実(3)/ 藤田勝敏(1)
★おめでとうございます！★

◆幹事報告
◆1 月 RI レート

幹 事
１㌦＝112 円

◆今後のプログラム

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
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

RI 日本事務局経理室様

■会長の時間
□概要

三田

望 君

先週の Xmas 会は楽しくて時間が
あっという間に過ぎてしまいました。
お子さんの参加者がいつも多く、賑
やかでご家族や奥様方も和気藹々で
クラブの雰囲気がいいなぁと思っております。
ありがとうございました。
先週機会があり太田笹間地区の小中学校を訪問しまし
た。太田小学校は５年後 60 数名と現在より半減との予測
が出ているという事で、将来複式化や統合といったことも
避けられない状況も、と改めて考えさせられました。中学
校も同様の状況のようです。学校の再編は地域の問題にも
つながるので難しいとは思いますが、そういった状況であ
ることも理解が必要と思います。
今日は福田一馬様のゲストスピーチです。若い方々がリ
ノベーションに携わり、花巻を元気にしていこうとしてい
ただいていることは非常に夢があり嬉しい事です。担当し
た戸来会員にも感謝申し上げます。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『金目鯛のみぞれ餡かけ』

◆委嘱状の伝達
佐々木史昭君
第 2520 地区鈴木賢ガバナーエレクトより
2019-20 年、鈴木年度の青少年交換短期委員長委嘱。

◆ゲストスピーチ

(株)ぼうけん 代表取締役 福田一馬様

『ゲストハウスで持続可能な町に』
【まちーつなぐーやど】

プログラム委員会

【1 月 月間テーマ 職業奉仕月間】
職業奉仕月間に因み
共立精工(株) 様
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
1/29(火)3126 回 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 伊藤ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ講話

1/15(火)3124 回 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
会社訪問例会

【2 月 月間テーマ 平和と紛争予防/紛争解決月間】
2/5 (火)3127 回 慶祝・
【RI 創立記念日】

担当：国際奉仕委員会
※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。

担当：戸来昭浩君

福田一馬氏

担当：戸来君

福田一馬氏 S59.9.20 盛岡。
花巻市へ移住
㈱ぼうけん 代表取締役
ｹﾞｽﾄﾊｳｽ meinn ｵｰﾅｰ
ﾐｽﾞﾍﾞﾘﾝｸﾞ花巻代表
花巻市地域おこし隊
H15 盛岡第四高卒・海自入隊
H27 花巻市地域おこし隊着任
H28 ﾐｽﾞﾍﾞﾘﾝｸﾞ花巻立上
㈱ぼうけん設立
H30 ｹﾞｽﾄﾊｳｽ meinn 開業

イノベーション専門大工
の福田一馬と申します。
㈱ぼうけんは、欲しい暮らしを
創る屋さんと思っております。

私たちが暮らす町、私の暮らしをどんどん自分らしく作って
いこうという会社。事業は 2 つ。イノベーション専門大工
は造語で、チャレンジする事業者の建物施工、内装仕上げ集
客経営をサポートするニュータイプの大工、というスタイル
です。もう一つはゲストハウス Meinn の運営です。

皆様からの地域の情報もお待ちしております。

◆出席報告

出席委員会

33 人中 17 人出席
メーキャップ

・・・

出席率 62.9％
前回修正 62.9％

なし

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

＜三田

望君＞クリスマス例会は皆様のご協力のもと大変
盛り上がりました。藤田委員長他、委員会の皆様ありがとう
ございました。福田さん良い刺激を頂きました。花巻 RC は
両手を広げて入会をお待ちいたしております(＾＾)
＜阿部一郎君＞年末の忙しい時期に福田様スピーチありが
とうございました。地域活性化に若い力を発揮して下さい。
本日今年最後の例会。運営にご協力いただき合格点に値する
半年と思います。残り半年もより一層のご協力をお願いしま
す。良いお年をお過ごしください。
＜戸来昭浩君＞福田さん斬新なリノベーション講話をあり
がとうございました。まち-つなぐ-やど meinn を通じて花
巻の情報発信、交流人口増加をよろしくお願いいたします。
目玉のドミトリー(二段ベッド)ご覧ください。
＜橋川秀治君＞福田さん興味深いスピーチありがとうござ
いました。花巻のファンは多くと思いますが、何かをできる
機会は少ないので楽しいと思います。住民ならではの情報を
こっそり教える穴場的活躍をご期待致します。
＜立花徳久君＞今年のクリスマスは６年ぶりに家族 5 人揃
い賑やかな一時でした。普通が一番幸せ、と思う今日この頃。
本日は福田様のお話し大変参考になりました。
＜佐々木史昭君＞先週木曜から土曜まで妻がセレナを連れ
て東京駒沢体育館でのレスリング日本選手権に行きました。
他スカイツリー、アニメの殿堂池袋も見て大満足。昨日から
は４泊５日でレスリング東北強化合宿。レスリング漬です。
＜鹿討康弘君＞福田さんお話しありがとうございました。ど
んどん繁盛していただき『じゃんご』にもお客様を回してい
ただければ嬉しいです（＾＾）
＜藤田勝敏君＞会社からの Xmas 家族例会への協賛です。
谷村さん突然のバルーンアート対応有難うございました。
＜滝田吉郎君＞19 日建設業新分野進出等の表彰式があり岩
手県優秀賞を頂きました。社員一同今後も精進し地域社会に
貢献して参りますので、よろしくお願いいたします。
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫
2019 年初回は 9 日（水）11:30～14:30「望遠鏡づくり」

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 ホテル紅葉館です。
万象お繰り合わせの上、ご参加をお願いいたします。

現在店長は、ブラットリーという 24 歳のアメリカ人です。
オープンして 4 ヶ月で稼働率 33％です。のべ 1000 名に来
ていただき 15％が海外の方です。ゲストへ花巻の様々なコ
ト・モノを紹介し、街中へも誘導し小っちゃな交流も通じて
花巻と繋がっていただき、少しでも花巻地域の盛り上げに、
繋げていけるよう、Meinn を使い倒したいと考えています。

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

