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◆例会プログラム

2019 年 10 月 29 日(火)
ホテル花城
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
□米山記念奨学会研修会報告 米山記念奨学会委員会
伊藤隆規君
□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
鹿討会長

◆幹事報告

幹 事

◆3161 回

2019-2020年度
会 長：鹿討 康弘
幹 事：橋川 秀治
会長エレクト：阿部 一郎
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

例会の概要

◆例会メニュー
秋刀魚の塩焼き

■会長の時間（13/49）鹿討康弘 君
台風 19 号は各地に甚大な被害をもたらしています。関東
上陸では、過去最大の勢力だったこともあり、各所で甚大
な被害も発生しているようです。台風 19 号で被害に遭わ
れた方やそのご家族、あるいは、現在も警戒に当たってい
る方、避難を余儀なくされている方に心からお見舞いを
申し上げます。救出や復旧活動に携わっている方々に敬
意を表します。
そろそろクリスマス家族会の事を考
えなければなりません。親睦委員会を
中心に検討していきますが、いいアイ
デアがありましたら皆さんで話し合い
ながら検討し、良いクリスマス家族会
にしたいと思っております。
ガンライザーを呼ぼうと思い、テレ
ビ岩手に確認したところ握手会付きで
10 万円。握手会無しで 7 万円とのことでしたので断念致
しました。断念したことを私の女房に伝えたところ、
「意
外と予算少ないんだね。
」と言われ、返す言葉がありませ
んでした。お金のかからない良いアイデアがございまし
たら、是非よろしくお願いします。

・ハイライトよねやま Vol.235
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・明るいイーハトーブの実現をめざして～
令和元年度花巻市市民憲章運動推進大会
〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕
・年次基金への一人当たりの寄付額の
上位 3 位クラブについて
〔国際ロータリーのロータリー財団フィランソロピー
部門最高責任者 エリック・シュメリング〕
・第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
・国際ロータリー第 2520 地区ロータリー
青少年交換プログラム派遣選考試験の結果
◆クラブフォーラム 社会奉仕委員長 藤田勝敏君
〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナー鈴木賢〕
・令和 2 年 2 月 1 日（土）創立 60 周年記念式典・
月間テーマ…
祝賀会のご案内
「経済と地域社会の発展月間」
〔気仙沼 RC 会長 斉藤嘉一郎〕
～要 旨～
・11/9（土）十和田市・花巻市友好都市提携
◆「経済と地域社会の発展月間とは」
30 周年記念式典の開催について（ご案内）
1.貧しい地域社会の経済発展を促
〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕
すための起業家、地域社会のリー
・災害ボランティア支援要請・
ダー、地元団体、地域ネットワー
緊急支援物資要望リスト
クの能力の向上
〔丸森 RC 会長 齋藤哲雄〕
2.生産性の高い仕事の機会の創出
3.支援が行き届いていない地域社会での貧困の削減
◆今後のプログラム・その他の予定
4.経済と地域社会の発展に関連した仕事で活躍して
いくことを目指す専門職業人のための奨学金支援
11/02(土)長期交換 IB 生オータムキャンプ
◆世界各地の活動事例
11/05(火)慶祝・クラブフォーラム：R 財団委員会
1.ナイジェリア・アポ RC
11/12(火)ゲストスピーチ
配偶者を失った女性に小口融資を行い、ビジネスを成
功させるための研修を実施
一般社団法人かんな社会事業事務所 高橋 岳志 様
2.インド・ジャムシェドプルウエスト RC
11/19(火)会員卓話またはゲストスピーチ
家族を養わなければならない少女・女性を対象に食品
11/26(火)台北旭日 RC ツアー
加工、服飾仕立て、コンピュータースキル、起業など

の職業研修を実施
3.ウガンダ・カンパラーンサンビヤ RC
地元住民を対象とした、資産管理、貯蓄、ローン、投
資、保険、老後計画に関する研修を実施
4.フィリピン・マカティーサン-ロレンッオ RC
米生産者 1500 人への小口融資を実施し、ビジネスの
効率を上げることを目的とした精米機の使用管理に
関する研修を行う
◆日本の活動事例
1.若松 RC
地元商店街を元気にするため、シャッター通りにコミ
ュニティースペース開設
2.桐生西 RC
フィリピンのマニラで障害者がホテルで働けるよう
になる為に研修をするプロジェクト
3.伊勢崎 RC
バンコク北部の病院に眼底カメラを贈り設置
◆私が RC 活動を実践していくうえで自分自身への決め事
「自社の経営内容を盤石にすること」
「他人や社会の問題等を考える余裕があること」
「社員から自身の支援活動、社会奉仕活動に対し理解を
得ること」
「自身が社員の支援活動、社会奉仕活動に対し理解を示
すこと」
◆奉仕の理念・考え方
真の奉仕は会員個人個人がやるべきで、団体としてのク
ラブの奉仕活動は会員のための訓練の場所とみるべき。
最初は一番身近な職場で、ここにこそ職業奉仕が生ま
れ、社会奉仕、国際奉仕の出発点となります。ロータリ
ークラブは奉仕団体とみるより、奉仕を志す者の集まり
で、これら同士に奉仕を実践する勇気と便宜を与えるた
めの機関といえる。～ロータリー入門書から抜粋～
以上、藤田勝敏君配布資料より抜粋

その他

10 月 12 日(土)に第７回花
巻市社会福祉大会が花巻市
文化会館にて開催され、
阿部
一郎君（石神製作所さん）が
感謝状を授与されました。

同日、社会福祉大会前に「福
祉・ボランティア広場」が開
催され、ぬくまる食堂も展示
をいたしました。

◆出席報告

出席委員会

メーキャップ
10/8（火）ぬくまる食堂
橋川秀治君・鹿討康弘君
10/12（土）花巻市社会福祉大会
阿部一郎君・鹿討康弘君
10/14（祝・月）2019-20 青少年交換
（長期・短期）プログラム選考試験
佐々木史昭君

■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≫
藤田委員長、大好きなゴルフを断ってまでの職務（ク
ラブフォーラム）ご苦労様でした！！今日のメニュー
は「さんま焼き」でしたが、
「たいやき」と「さんま焼
き」はアツアツの方がおいしいと改めて思いました。
先程会長の権限で例会メニューから「間八のかま焼き」
の除外をお願いしました。酒の肴としては大好きなの
ですが、昼食としては面倒くさいので、みなさんに相
談なく決めてしまいました。ゴメンなさい。
≪立花徳久君≫
台風の影響も少なくホッとしましたが、甚大な被害を
受けた方々にはお見舞い申し上げます。何事もなく生
活出来ていることに感謝いたします。
≪阿部一郎君≫
10/13(日)に釜石でのラグビーのチケットを一年前か
ら取ってましたが、台風 19 号で中止となり残念でし
た。今回の台風の威力と影響の大きさには、あらため
て驚きを隠せません。被災された方々には、心よりお
見舞いを申し上げます。
≪三田望君≫
釜石ラグビーが中止になり残念でした。関係者の苦労
話を 9 月に行った時、聞かされていましたので他人事
ではない思いです。その分夜は日本×アイルランド戦
は盛り上がりました。10 時からの BS で 2 度観戦しま
した。
≪橋川秀治君≫
ラグビー・ワールドカップ日本代表のひたむきなプレ
ーに感動しました。残念ながら台風のために釜石の試
合はなくなりましたが、カナダチームが残って釜石の
被災者の泥除けボランティアをやってくれたと聞いて
また感動！！ラグビーが大好きになりました。
≪稲田典之君≫
学生 3 大駅伝の開幕戦、出雲駅伝において母校、國學
院大學が 4 位でタスキを受けたアンカーが、残り
700ⅿで大逆転をし初優勝しました。箱根駅伝が楽し
みです。
≪藤田勝敏君≫
台風の中 10/10(木)より商工会議所工業部会研修会
で、愛媛・香川・徳島・大阪へ行って来ました。予定通
り帰りの飛行機が欠航となり、2 泊 3 日が 3 泊 4 日と
なりました。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。
2019-20クラブ会報委員会

32 人中 13 人出席
前回修正 57.6％

出席率

50.0％
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