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第 3164 回例会

2019 年 11 月 12 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
□ゲストスピーチ かんな社会事業事務所 高橋岳志様
□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

・バギオだより
〔一般財団法人 比国育英会バギオ基金〕
・11 月のロータリーレート 1 ドル＝108 円
〔ガバナー事務所〕
・ロータリー財団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〕
・伊藤ガバナーエレクト国際協議会
ご出席壮行会のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナー鈴木賢〕
・御礼状
〔大船渡 RC 会長 遠藤 廣〕
・2020-2021 年度地区役員委嘱状
〔2020-2021 年度 ガバナー伊藤智仁〕
・2019 年手続要覧(日本語版)事前注文のご案内
〔ガバナー事務所〕

◆今後のプログラム・その他の予定
11/19(火)会員卓話
「脳を元気にする TMS 県内初導入」高橋典克君

◆3163 回 例会の概要
◆例会メニュー
ビーフカレー

■会長の時間（14/48）鹿討康弘 君
実は本日は「ロータリー財団月
間」に因んで、ガバナー事務所から
地区委員長を派遣してもらえるよ
うに橋川幹事が段取りしていたの
ですが、先ほど当のご本人から電
話がありまして、30 分前のドタキ
ャンとなってしまいました。
まさか、私みたいに、うっかり忘れ
ていた訳ではないとは思いますので、何か拠無い事情が
あったのではないかと思います。
さて私が知る限りでは講話者の 30 分前ドタキャンは
初めてのことですが、本日は「初尽くし」です。
本日のメニューは久々の「ビーフカレー」でしたが、入
会 8 年にして初めてのお代わりをしました。ロータリー
ではお代わりをするのは、はしたないのか分かりません
が先輩諸氏がどなたもお代わりをしないばかりか、ご飯
を残すので、ずっと遠慮していましたが、橋川幹事という
心強いサポーターを得て、二人でお代わりをしました。お
腹も「満足だ」と言っています。
そして、お気づきでしょうか？私の首から「ループタイ」
がぶら下がっております。
「スタンドカラーシャツにはル
ープタイ」とずっと憧れておりましたが、勇気を出してア
マゾンで購入したしました。似合っているでしょうか？
そして昨日、えふえむ花巻で人手不足のおり、少しでも
お役に立ちたいと初の「ミキサー」に挑戦いたしました。
研修だけのつもりでしたが、まさかの生放送 2 時間半を
担当するはめになってしまい、何とかサポートしてもら
いながら務めることができました。還暦を過ぎましたが
好奇心だけは衰えないようです。

◆慶祝

11/26(火)台北旭日 RC ツアー

会員誕生日

12/03(火)慶祝・クラブ総会

三田望君

次年度役員選出 阿部会長エレクト
12/10(火)ゲストスピーチ
北良株式会社 代表取締役社長 笠井 健 様
12/17(火)ゲストスピーチ
花巻市社会福祉協議会 会長 髙橋 照幸 様
12/24(火)Xmas 家族会
（ホテルグランシェール花巻）
18：00～ 親睦委員会

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

私が生を受けたのは昭和 20 年
11 月 26 日で、今年誕生日を迎え
ると 74 歳になります。いつの間に
そんなに歳を取ったのかと自分で
も思いますが、気持ちはいつも還
暦あたりの頃でおります。
生まれた場所は満洲の吉林という場所で、終戦後は山
形県鶴岡市にお国帰りをしてそして花巻市へ移りました。
九死に一生を得ながら、なんとか 74 年間も生きてしまい
ました。

■ニコニコ・ボックス紹介

夫人誕生日
阿部一郎君夫人
妻は今月で 60 歳「還暦」となり
ます。徳久さんの奥さんも今月で
「還暦」です。私はまだ 59 歳なの
で、数カ月楽しもうかなと思ってお
ります。これからも円満に過ごして
いければなと思っております。
この 3 連休に「どこか紅葉を見に行きたいね」と言わ
れ、私は二日酔いだったんですが、紅葉を見に行きまし
た。錦秋湖は今が見頃でしたのでお時間ある方は是非見
に行ってみてください。

結婚記念日
橋川秀治君
今回、夏に台風が来て帰れなかっ
たので、10/31～3 日間壱岐に帰っ
て参りました。
11/2 の結婚記念日は
壱岐で父親と一緒に兄弟そろって、
美味しいイカとクエの料理を食べま
した。
紅葉が当たり前な中、九州へ行くと何も紅葉もしてお
らず、こんなにも違うものかと帰省して思いました。昨日
は八幡平に紅葉を見に行ってきましたが、やはり東北の
秋はいいなと感じた結婚記念日でした。

結婚記念日
吉田和洋君
1991 年、平成 3 年の 11 月 4 日に
結婚を致しました。妻とは 3 歳差、
時折り 4 歳差です。昨日ケーキが届
きましたが、なんと妻と娘は東京へ
行っておりまして、勝手に食べる訳
にもいきませんので、ケーキは冷蔵
庫の中にあり、手を付けれておりません。
結婚をした平成 3 年の 11 月は寒く、結婚式の日には
雪がちらついており、今とは気温が全く違うなと感じて
おります。
１件お知らせです。今月のロータリーの友にロータリー
の友電子版のお知らせが載っています。QR コードでアク
セスができ、どこでも閲覧することが出来ます。
ID とパスワードは事務局に聞いて是非アクセスしてみて
ください。

◆出席報告
32 人中 15 人 出席

出席委員会

出席率

57.6％

前回修正 61.5％

ニコニコ・ボックス委員会

≪谷村繁君≫
たまには伊藤誠一郎会員の御尊顔を拝見したく思い
まして。
≪鹿討康弘君≫
三田さん急なお願いありがとうございました。本日こ
れから車で群馬県桐生市に新工場の竣工式に行って
参ります。ロータリー8 年目で初めて昼食のお替りを
しました。橋川君と一緒なら何も怖いものはありませ
ん。これからも 2 人で「肥えて」いきましょう。
≪阿部一郎君≫
夫人誕生日祝いありがとうございます。昨日までの 3
連休中に近場での紅葉探しを嫁と愛犬と一緒にして
いました。今年は、気候のせいか赤の色がくすんで、
例年に比べてもう一歩かなと感じました。
≪橋川秀治君≫
31 日から 3 日間、故郷に帰りクエとイカを沢山食べ、
24 年目の結婚記念日を家族で祝ってもらいました。
花城さんの洋ナシタルトケーキが届いたので今晩第 2
弾のお祝いをします。ありがとうございます。
≪三田望君≫
11 月 3 日の文化の日に北上さくらホールで「北上フ
ィルハーモニー」のベートーヴェン第 5 番「運命」を
聴いて来ました。市民オケとは思えない迫力溢れるコ
ンサートでチョットうらやましく思いました。花巻で
もやれないかなあ～
≪佐々木史昭君≫
先週花巻市の姉妹友好都市のひとつ、米国ウィスコン
シン州クリントン村を派遣生徒・先生とともに訪問し
て参りました。交流先となっているクリントンミドル
スクールの担当教諭、校長先生の他、地区教育長、そ
の他関係者と交流が深められてとてもよかったです。
残念ながら、クリントンにロータリークラブはありま
せんでした。本日は来客対応のため早退いたします。
≪立花徳久君≫
本日は妻の誕生日祝いと在籍表彰ありがとうござい
ます。これからも楽しく笑える生活をモットーに邁進
して参ります。
≪吉田和洋君≫
結婚祝いケーキ、ありがとうございました。4 日に受
け取りましたが、奥さんと娘が東京に行っている為、
冷蔵庫の中に入ったままです。
≪藤田勝敏君≫
今年度（2019-2020 年度）も 4 カ月が経過しました
が、ニコニコ BOX はほぼ予算通り推移しております。
残り 8 カ月皆様の御協力を宜しくお願い致します。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。

メーキャップ
2019-20クラブ会報委員会

10/8(火)・10/29（火）ぬくまる食堂
橋川秀治君・鹿討康弘君
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