
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 月 RI 月間テーマ「 職業奉仕月間 」 

花巻市内３R ロータリークラブ合同新年会 紅葉館 
18：00 開会 主幹：花巻北 RC 

送迎バス：17：00 ホテル花城前発で運行 

第 3125 回夜例会  2019 年1 月23 日(水) 
 

 
                                                
 

 
 
◆3/21(木/祝)2018-19 年度〖第２分区 IM 前沢〗開催について 

ホストクラブ：前沢 RC 会長 菅原繁夫様 
◆ハイライトよねやま Vol.226    (公財)R 米山記念奨学会様 
◆2/2(土)米山奨学生を囲む会・歓迎会のご案内 
◆2/23(土)2018-19 年度青少年交換(長期/短期) 
 第３回オリエンテーション及び ROTEX 同窓会のご案内 
                 以上 2 件 ガバナー事務所様 
 

 
【1 月 月間テーマ 職業奉仕月間】  
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 
 
【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 
2/12(火)3128 回 会員卓話又はゲストスピーチ 

担当：小山田泰彦君 
2/19(火)3129 回 会員卓話又はゲストスピーチ 

担当：上田 穣君 
 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 
黒い服でのご挨拶ご容赦ください。 

金澤税理士さんの火葬でした。急な 
お別れで、ショックなことでした。 
さて、先月のガバナーズレター 

「おらほのホープ」掲載の間違いを 
修正して戴き、内容も今回は「子ども食堂」を中心に文章を
変えさせて頂いております。2 か月同じクラブが掲載された
のは初めてで地区では有名人になったかも知れません。 
先日小田島碧海さんから月次報告をいただきました。通っ

ている高校はフランスでも優秀な学校のようです。ちょっと
語学には弱音も見えましたが、ホストファミリーにはたいへ
ん恵まれているようです。1000 ㎞離れたカンヌにも高速列
車で行ったとの事ですし、日本人留学生にも会ったようです。
きっと明るい性格で乗り切ってくれることでしょう。ロータ
リアン同士のいい繋がりがあるようで、ホッとしております。 
今日のプログラムは共立精工さんの会社訪問を予定して

おりましたが、冒頭お話した金澤さんとのお別れで残念なが
ら中止になり、例会でのお話しのみとなりましたが、ご理解
いただきたいと思います。この後は盛岡で別のお葬式です。 
 
      
    
ホテル花城        

『天 重』 
 
 

 
 
 
◆上田大委員長 
会社訪問楽しみにしていたので、仕方 
のない理由ですが、残念でした。 
お話のみですが、しっかりお聞きした 
いと思います。 
 
◆講演：(株)共立精工 代表取締役 鹿討康弘様 
残念ながら会社においでいただくことはできませんでし

たが、お越しいただいたつもりで、会社で作ったお名前入り
の“しおり”をご用意しましたのでお納めください。自慢の総
務“鹿討ガールズ”をお見せできなくて残念です。 
「1 流を目指さず、2 流に留まらず、1.5 流の経営」と昨日
タイトルを考えました。 
私の好きな言葉『はっきり 
とした計画は、選択という 
苦痛から解放してくれる』 
です。 
・プロフィールの紹介 
・父親は新興製作所時代は 
金型職人でしたが、私自身は 
製造業に携わるつもりはありませんでした。 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム 進行：花巻北 RC会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 
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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

2018-2019年度RIテーマ

国際ロータリー第2520地区 花巻ロータリークラブ

Rotary International District 2520

HANAMAKI ROTARY CLUB §BULLETIN§
Weekly Report

 

◆3123 回 例会の概要 

 

 

 

□18：00 開会点鐘         花巻北 RC会長 
□ロータリーソング斉唱 
□主催会長あいさつ            花巻北 RC会長 
□ゲスト紹介 
□幹事報告             花巻北RC幹事 
□出席報告            各RC出席委員会 
□閉会点鐘             花巻北 RC会長 
※実際の例会 PGは花巻北 RC会場監督の設定となりま
す。 
※各 RC 会長より、新入会員の紹介があります 

 
★例会セレモニー終了次第 ３RC 合同新年会開会 

進行：花巻北 RC 親睦委員会 
※20：30 頃閉会予定・・市内まで帰りのバスが出ます 

2 月より例会時程が、通常 に戻ります(理事会決定) 
12：30 開会点鐘～昼食～例会再開 
13：30 閉会点鐘(プログラムによっては若干繰り下がる場合
がございますので予めご了承下さい) 

◆職業奉仕月間に因み  上田職業奉仕大委員長  
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           ㈱共立精工 web へ Go！☞ 
・昨年 12 月 25 日 鹿討ホールディングスを登記しました。
将来を見据えての事です。 
・共立精工のプロモーションビデオをご覧いただきます。 
・主に半導体製造装置（半導体露光装置）と液晶製造装置で 
８０％を占めます。 

・25 年、ニコン only の仕事をしております。 
・機械加工から表面処理、組み立てまで一貫して行っていま
す。 
・品質保証には一番力を入れており、補助金を活用して 1 年
中恒温室で検査できる最先端の設備を導入しています。 
・福利厚生では「時差出勤」「図書購入補助」「飲みにケーシ
ョン補助」など独自の取り組みを行っています。 
・社名を変えるにあたって数々のプロモーションを仕掛けて
おります。テレビ岩手でのイメージ CM や岩手日報の広告、
IBC ラジオでも CM が始まります。 
・写真のセンスだけはある娘の作った PV 風動画が気に入っ
て、曲を私のオリジナルに替えて CM を作りました(^^)レ
コーディングは東京の友人に、字幕は当社総務が入れました。 
・10 月に社名変更の発表をし、社員投票したところ『精密
番長』が、まさかのトップに。さすがにこれじゃあかんと、
社名決定ギリギリのタイミングで朝風呂に入っているとき
に💡ひらめき、【ウノー・インダストリー U KNOW】に決
めました。発想力の右脳と知ってもらいたい You Know に
思いを込めた社名です。 
1 月 1 日に公表し、その間 CM の内容を変えながら、2 月の
その日までキャンペーンを張ります。 
・まわりが世代交代している中で一回、成功体験をすべて捨
て一から始めよう、その為には社名変更をするという事を考
え実行しました。 
・そしてホールディングスとして、オーナーとなり、個々の
会社は優秀な社員を経営者とし、常に革新的経営ができるよ
うにしたいという夢があります。後継者不在で事業承継がで
きない事態を防ぐことも目的の一つです。 

新陳代謝を良くするために、自分の力を過信せず、「自力で
他力を借り」優秀な人に任せ継続に注力できるようにする。 
・企業の武器はスピード「1 流はこだわりすぎて、2 流は能
力が足りずスピード不足で出来ないことも、1.5 流だとやれ
てしまう！」と思って 1.5 流を目指しています。 
 
 
 
 
 
 
 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 

33 人中 13 人出席  出席率  50.0％ 
    前回修正 53.5％ 

 
        

 
 
 
 
 
＜阿部一郎君＞大変お忙しい中鹿討社長様には PPTを使いな
がら会社概要を分かりやすく紹介いただきありがとうござ
います。同業者として大変参考になりました。貴者の益々
のご発展をご祈念致します。 

＜佐々木史昭君＞1/5~6 地区青少年交換生英語キャンプを
県南青少年の家で開催し短期委員長として責任ある立場で
執り行いました。花巻北高の藤舘えりなさんもセレナさん、
小原はるき君も大いに存在感を発揮していました。今日は
共立精工様のスピーチ大変参考になりました。 

＜立花徳久君＞連休中は東京へ行き 3 人の子供たちと楽しい
時間を過ごさせていただきました。人生の悲喜交々を感じ
ながら今までの人生、これからの人生ちょっと色々と考え
させられました。 

＜三田 望君＞時節柄か訃報が続きます。体にだけは気を付
けてという自分は不摂生の極みですが・・。 

＜鹿討康弘君＞本日は企業見学が急遽中止となり事務所のキ
レイどころ「鹿討ガールズ」をご紹介できず残念でした。
つたない講話にお付き合いいただきありがとうございまし
た。 

 
 ※一部、割愛しているところもございます。ご了承願います 
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≫  
 
会員内でも風邪・インフルエンザが流行し始めております。 
お気をつけてお過ごしください。 
 
 
 
 

■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・・・1 月 8 日(火) 市内３RC 会長・幹事会 

三田会長・阿部幹事 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 


