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第 3156 回例会

2019 年 9 月 10 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

進⾏︓会場監督 S.A.A

□開会点鐘
⿅討会⻑
□ロータリーソング⻫唱
□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
□会⻑の時間
⿅討会⻑
□会員卓話
本舘病院 院⻑ 高橋 典克君
□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
⿅討会⻑

◆幹事報告
・9 ⽉ロータリーレート

幹

事

1 ドル＝106 円
〔ガバナー事務所〕

・10/26（土）中尊寺ツアーのご案内
〔国際ロータリー2520 地区
⻘少年交換⻑期委員⻑ 佐藤剛〕
・⼀般財団法人 ⽐国育英会バギオ基⾦ バギオだより
〔会⻑ 多田宏（2580 地区）〕
・基本的教育と識字率向上⽉間リソースのご案内
〔国際ロータリー⽇本事務局 業務推進・資料室〕
・2019 年 8 ⽉九州北部豪⾬災害へのご⽀援について
〔ガバナー事務所〕
・ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
パートⅠのご案内
〔ガバナー事務所〕
・2019-20 年度ガバナー⽉信特集コーナー
「おらほのレジェンド＆ホープ」投稿のお願い
〔ガバナー事務所〕

◆今後のプログラム・その他の予定
9/10(火) ホットスプリングス市訪問団歓迎夕食会
主催︓花巻 RC
バタローネ 18:00

◆3155 回

例会の概要

■会⻑の時間（8/48）⿅討康弘 君

今⽇は社名変更のお話で
す。北上に建設中の東芝メモ
リーですが、10/1 から新社
名に変わることをご存じで
しょうか︖
その名も『キオクシア』。
英文表記は「Kioxia」となり、
⽇本語の「記憶」とギリシャ語で「価値」を表す「axia」
を組み合わせた造語のようです。
東芝は東洋のエジソンと呼ばれた発明家の田中久重
が明治 8 年、銀座に電信機⼯場を設⽴、その後芝浦に
「田中製造所」として移転したのが始まりです昭和 14
年に「東京芝浦電気」、昭和 59 年に「東芝」となりま
した。2020 年には東芝機械が芝浦機械と社名変更さ
れるように、⽇本で最も古い電気の企業である東芝グ
ループの企業から「東芝」の文字が消えていきます。
社名の由来を調べると面白いもので有名なところで
は世界最大のタイヤメーカーのブリジストンは創業家
の⽯橋正⼆郎の「⽯橋」を逆にして Bridge Stone で
すし、サントリーも創業者の⿃井信治郎の「トリ」と
当時発売した「赤玉ポートワイン」の「赤玉」を太陽に
⾒⽴てて「サン」とし、組み合わせたものです。
私の⼩さな会社も創⽴ 25 年の今年 2 ⽉に
「共⽴精⼯」
から「ウノーインダストリー」と変更してから半年過
ぎました。初めのころはしっくりとは⾔い難く、⼾惑
いもありましたが、徐々に社員も慣れてきたようです。

稲田典之君が
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
【Multiple Paul Harris Fellow】
バッジを頂きました。
是非、皆さんも寄付
をして喜びを勝ち取
って頂きたいと思い
ます。ありがとうご
ざいました。

9/12(木) ホットスプリングス市訪問団歓迎交流会
主催︓花巻国際交流協会 紅葉館 18:30
9/14(土)平塚市・花巻市友好都市提携 35 周年記念式典
主催︓花巻市友好都市交流委員会 ｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ 13:30

◆例会メニュー

9/17(火) クラブフォーラム︓雑誌・広報 吉田委員⻑
9/24(火) ゲストスピーチ

児童養護施設 清光学園
高橋 ⼀栄園⻑

９/10-15 ホットスプリングス市⺠団来花予定

若鶏の⾹り揚げ
（タルタルソース）

◆慶祝
会員誕生日
⽴花徳久君
いきなり私が自分で自分を紹介
するという変な状況になりまし
た。今度で 62 歳になります。60
歳超えれば 61 でも 64 でも⼀緒だなと感じるように
なってきました。62 歳になったのをきっかけという
訳ではありませんが、前々からですが、私自身もスロ
ーライフということで、バタバタとではなくゆっくり
として、あまり人の⾔う事も聞かずに、自分のやりた
いことをゆっくりやっていきたいと思います。周りに
はどれだけ迷惑がかかるか知りませんけれども(笑)
宜しくお願い致します。

結婚記念日
藤原喜子君

結婚は 23 年目くらいになります。
リクルートの子会社でお互い 20 代
の時に知り合いまして、夫はプログ
ラマー、私は校正をしておりました。部署も違い、た
まにすれ違いますが、この人とは絶対結婚しないなと
思っていたんですが、何故か今⼀緒にいます。我が家
の男性 2 人が新しい職場で頑張っておりましたので、
今年度は落ち着くまで私が⽀えなきゃなと思うとこ
ろであります。これが藤原家の現状であります。ただ
世帯収⼊は若⼲ありましたので、会費の⽅は大丈夫か
と思います。(笑)今後とも宜しくお願い致します。

年バッジ
伊藤隆規君
在籍 7 年ということで、特段お話し
するものを準備してこなかったの
ですが、来⽉から消費税が引き上げ
になるのでこれまで軽減税率制度の周知であったり、
プレミアム商品券(今⽉末販売開始になります)とか、
レジ補助⾦など、商⼯会議所は消費税関係でまだまだ
動いています。
来⽉ 10 ⽉ 1 ⽇からは間違いなく、基本 10%へ変
わりますが、逆に始まってからの⽅がさらに会議所と
の関りが大きいのかなと思うこの頃であります。

◆委員会報告
⻑期派遣生

ジョシー・ベーコンさん近況報告
佐々木史昭君

先週土曜⽇から高校へ通学してい
ますが、ちょうど北高校は桜雲祭で
して、ジョシーは食堂の厨房担当で
オムレツを作っていたようです。本
人は楽しそうにしていたのでよかっ
たなと思います。
翌⽇は、⿅討会⻑のウノーインダ
ストリーさんの年間ボックスシート
をご提供して頂きまして、初楽天イーグルス・⽇本ハム
戦をボックスシートで観戦させて頂きました。終わった
後に感想を聞いたら、結構いいプレーをしていた、1 番
ショート茂木が気になっていたようです。本人はピッチ
ャーでセンターなんですがね。

⽇本語⼒の⽅は国際交流協会から情報を得て「みんな
の⽇本語」というテキストを買って 1 ⽇目は私・2 ⽇目
はうちの妻が教えていたんですけれども、3 ⽇目・4 ⽇目
と全然自分で勉強していなくて、あまり勤勉性がない感
じの子かも知れませんが(笑)皆さん是非かわいがってい
ただきたいと思います。

◆出席報告
32 人中 13 人出席
前回修正 64.0％

出席委員会

出席率

52.0％

メーキャップ
8/27（火）花巻市内 3ＲＣ合同
⻘少年交換プログラムオリエンテーション
⿅討康弘君・橋川秀治君・谷村繁君・佐々木史昭君
8/27（火）ぬくまる食堂
藤原喜子君
8/30（⾦）2 分区ガバナー補佐杯ゴルフ
⿅討康弘君・吉田和洋君・橋川秀治君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪⿅討康弘君≫
稲田さんマルチプル・ポール・ハリス・フェローおめで
とうございます。私もぜひ⾒習っていきたいと思いま
すが、その前に⽴花さん、続いていきましょう︕︕
≪橋川秀治君≫
G 補佐杯ゴルフコンペ、スコアは多いのですがプレイング
４とか３ばかりで打つ回数も少なく、持ち球も少なくなる
ゴルフでした。
≪伊藤隆規君≫
在籍年バッチありがとうございました。来週は、花巻まつ
りです。良い天気となりますように︕︕
≪⽴花徳久君≫
本⽇は誕生祝ありがとうございます。62 才になりました。
あと何年楽しめるのかな︖
≪佐々木史昭君≫
先週⽇曜⽇、⻘少年交換生のジョシーを連れて⿅討会⻑の
企業、㈱ウノーインダストリーさんのお計らいににより、
年間ボックスシートで楽天イーグルス対⽇本ハムファイ
ターズのデーゲームを観戦させて頂きました。ソフトボー
ルが大好きなジョシーは 1 番ショートの茂木が良いプレ
ーをしていたと、ファンになり茂木のユニフォーム T シャ
ツをプレゼントしました。
≪阿部⼀郎君≫
9 ⽉に⼊り、過ごし易い季節になりました。祭りが近づき、
⼭⾞作りなど忙しいメンバーもおられると思います。飲み
過ぎに充分気を付けて下さい。
ニコニコ・ボックスへのご協⼒ありがとうございました。

