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第 3154 回例会

2019 年 8 月 27 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

◆3153 回 例会の概要

■会長の時間（6/48）

鹿討康弘 君

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□会長の時間
鹿討会長
クラブフォーラム
阿部エレクト
□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
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
鹿討会長

◆幹事報告

幹 事

・10/26（土）大船渡 RC 創立 60 周年記念式典の
ご案内
〔大船渡 RC 会長 遠藤廣〕
・ハイライトよねやま Vol.233
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・令和元年度市民憲章運動実践活動表彰に係る被
表彰候補者推薦について（お願い）
〔花巻市民憲章推進協議会 会長 三田望〕
・広告入り種子のご提案
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〔東京優芳園㈱〕

・「アクトの日記念事業(ラグビー体験) 」のご案内
〔2019-20 年度地区 RA 代表 佐々木美穂〕
・大堰川掃除活動のご案内〔花巻南 RC 会長 千葉功〕
・9/14（土）平塚市・花巻友好都市提携 35 周年
記念式典の開催について（ご案内）
〔花巻友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕
・第 15 回日韓親善会議でのエクスカーション・宿泊
ならびにハワイ世界大会に関するご案内
〔ガバナー事務所〕

金目鯛唐揚げ オクラあんかけ

岩手地方最低賃金審議会は８日、最低賃金を現行より、
２８円増の７９０円に引き上げるよう小鹿昌也岩手労働
局長に答申したそうです。私も岩手県の産業別最低賃金
審議会のデバイス部門の委員を 10 年近く努めさせて頂
いており、この引き上げ額には驚きました。
産業別とは正しくは「特定最低賃金」と言い、ある特定
の産業について業務の性質上、地域別最低賃金よりも高
い賃金を支払う必要があると最低賃金審議会が判断した
賃金額のことを言います。
「鉄鋼」「電子・デバイス」「自
動車関連」
「機械器具製造」などの種類があります。
2018 年の最低賃金ワーストランキングは鹿児島県が
761 円で単独最下位、762 円同率 2 位で青森・秋田・岩
手・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・沖縄の 10 県
が並んでいます。今回の引き上げ額は厚生労働相の諮問
機関・中央最低賃金審議会が７月末に示した本県の目安
額２６円より２円高く、１８年度に比べ４円上回り、４
年連続で３％台となります。実はお隣の秋田は 27 円引き
上げ 789 円でほぼ決定だったのですが、午前中に決定し
た岩手の動向が伝わり、その日午後の会議で 1 円上乗せ、
単独最下位を回避したとの噂も聞こえております（笑）。
2018 年に独最下位になった鹿児島では大問題に発展し
て大変だったようですので、どの県でも「単独最下位」
の屈辱は避けたいようです。でも考えてみれば 11 県横並
びの最下位には変わりないわけです。ちなみにトップは
東京の 985 円、983 円の神奈川が続きます。
《省略》

◆慶

祝

◆今後のプログラム・その他の予定
8/27(火) 花巻 3RC 青少年交換派遣生オリエンテーション
8/30(金) 木村ガバナー補佐杯ゴルフコンペ
9/3 (火)
慶祝
9/10(火) 会員卓話
本舘病院 院長 高橋 典克 君
9/10(火) ホットスプリングス市訪問団歓迎夕食会
9/17(火) クラブフォーラム：雑誌・広報 吉田委員長
9/24(火) ゲストスピーチ
児童養護施設 清光学園
高橋 一栄園長
９/10-15 ホットスプリングス市民団来花予定

緊張のあまり、浅沼君の
在籍 31 年バッヂを落と
してしまった鹿討会長

【在籍 31 年 浅沼 幸二 君】
31 年バッジを頂いてしまい
■財団セミナー報告
阿部一郎 エレクト
ましたけれども、こんなに長
く続くとは思ってもいなかっ
午前は 2760 地区 直前委員長の
たです。入会当初は 29 歳の
中村氏の講演。午後からは各委員
時でちょうど誕生日の前の日、
長による「補助金申請」「ポリオプ
8 月 2 日に入会しました。下
ラス」
「ロータリー平和フェローシ
坂さんに「東和町にばかりい
ップ学友会補助金管理資金推進」
ないで花巻の人ともお知り合いになりなさい」との事で
の説明がありました。
連れてこられました。周りは自分のじいさんと同じ位の
財団補助の活用に向け、
来年度事
人たちばかりで 60 人近くいたんです。
業を考えたいと思います。
雨の降る中、わたぼうし農場で収穫祭を手伝ったりと
◆出席報告
出席委員会
か、いろんな事を経験させて頂きました。私は「RC はこ
んなに真面目に活動する会なんだ」と、入ってすぐ痛感
32 人中 15 人出席 出席率 60.0％
させられました。
前回修正 73.0％
その後、ローターアクトの委員長を仰せつかったんで
すが、当時は花巻北 RC と花巻 RC が合同で提唱していた
メーキャップ
ローターアクトクラブで、メンバーも 20 人以上いて、も
8/19（月）青少年交換留学生面接
のすごく活発に活動をしていた時代でした。時代が流れ
鹿討康弘君・佐々木史昭君・上田穣君
て 30 年経ちましたけれども、非常にメンバーの数も減っ
て、若返ってもいるし、メンバーの方ほとんど出てきま
ニコニコ・ボックス委員会
せんけれども、やり方が変わってきているなと実感して ■ニコニコ・ボックス紹介
います。昨年からこども食堂がオープンしまして、これ
はリアルタイムな計画だと思いましたので、私もものす ≪ 鹿討康弘君≫
ごく期待をしています。新聞なんかを見ますと少しずつ 家族 6 名で日光に行ってきました。宇都宮まで新幹線、駅
色々なトラブルが出始めています。そういうことがない 前でレンタカーを借りました。当然、婿が運転するものと
ように花巻のこども食堂は、地域から愛されるこども食 思っていましたが、彼は免許証を持ってきていませんでし
堂になってくれればいいなと思います。私も力不足では た。以上！！
ありますけれども、少しでもバックアップ出来ればと思 ≪ 阿部一郎≫
う次第であります。あと何年みんなとこうやって会って 甲子園まっただ中、花巻東高の惜敗残念でした。応援に行
いられるのかなと考えますと、※※※※※※さんみたい っていた、滝田さん、立花さん御苦労様でした。お盆休み
に 101 歳まではやる気はありませんけれども、私の気力 も終了し、通常モードに戻りました。夏バテしないように、
の続く限りは皆さんとこうやってご一緒出来ればなと思 気を付けたいと思います。
≪ 三田望≫
います。本日はありがとうございました。
【在籍 20 年 谷村 繁 君】
先月 20 年バッジを頂きまし
て、家に帰ってから２０個揃
えて妻に見せました。そうし
たら、1 つ１８万円なのでこ
れは３６０万円の価値なのか
と。そういう考え方もあるの
かと思いました。
今アルファ波というものにこだわりを持っていまして、
リラックスするとアルファ波に変わってきてゴルフのス
コアも良くなるという話を聞きまして、そうしたらある
友人がゴルフというのはアルファ波だけでなく、相手と
競争する意識としてベータ波も必要だと。アルファ波が
良いのか、ベータ波のギリギリの線でゴルフをすればい
いのか、シータやデルタもあり、非常に悩んでいます。
結論はありません。是非どなたか教えて頂きたいです。
【在籍 1 年 藤原 喜子 君】
あっという間の 1 年でもあり、すご
く中身の濃い 1 年でもありました。
今や私にとって家族・職場・その次
にロータリークラブというくらい皆
さんが大事な存在であり、尊敬すべ
き諸先輩です。最初は横で拝見する立場だったんですが、
少しずつ何かしら出来ることを今年度からだんだんと
やっていかなければならないなと、新たな気持ちでおり
ました。まだまだ至らない点があるかと思いますが、い
ろいろ教えて頂きながら自己の成長と共に頑張り続け
たいと思います。何卒応援よろしくお願いします。

➀旧盆中は子供達、孫達が集まり連日にぎやかに過ごしま
した。おかげで散々散財させられました。②明日のファイ
ヤーサイドミーティング、御都合つく方ぜひ御参加下さい。
親睦を旨とします。③餞別を兼ねて。

≪ 橋川秀治≫

8 月 6 日の 3RC 合同帰国報告会・壮行会では、RC として
のこの事業の素晴しさを感じ BOX します。

≪ 立花徳久≫

少々遅目の月初め例会です。花巻はこれから忙しくなりま
す。がんばりましょう。この間の花巻東の応援、残念でし
たが楽しく過ごしました。

≪ 浅沼幸二≫

出席バッチ、誕生祝いありがとうございます。

≪ 谷村繁≫

妻の誕生祝ありがとうございます。昨晩、家族 3 世代で祝
うことができました。

≪ 滝田吉郎≫

96 球のナイスピッチング、雄星メジャー初完封おめでと
う。皆様、花巻東へのご支援・応援ありがとうございまし
た。

≪ 藤田勝敏≫

ニコニコ BOX、7 月実績は順調にスタートしました。残り
11 カ月目標達成にむけ、皆様よろしくお願いします。
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
2019-20クラブ会報委員会
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