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2019 年 12 月 17 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
＊花巻市社会福祉協議会 会長 髙橋 照幸 様
＊ナショナル・パーク・カレッジ学生 Abby
Hanks さん（富士大ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ長 木村 毅様）
□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

・2019-20 年度 地区資金（後期）等送金のお願い
〔国際ロータリー第 2520 地区代表幹事 加藤幹夫〕
・記念事業の実施に伴う協力依頼について
〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナー 鈴木賢〕
・冬季休業のお知らせ
〔ガバナー事務所〕

◆今後のプログラム・その他の予定
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
12/31(火) 休会 (年末休み：定款第 6 条)
1/7 (火) 慶祝・新年乾杯・クラブ協議会
(前期事業報告：職業/社会/国際/青少年)
1/14(火) 内容未定
1/21(火) 花巻北 RC 国際奉仕委員長 佐賀忠臣 様
『カンボジアの井戸掘り支援事業報告』
1/28(火) 市内 3ＲＣ合同新年会

◆3168 回 例会の概要
◆例会メニュー
ローストポーク
和風ソース

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

■会長の時間（19/48）鹿討康弘 君
本日もまたまた謝罪から始めな
ければいけません。
先週、台湾土産を会場に持ってく
るのを忘れたので来週、つまり本日
持ってくることをお約束しましたが
…・見つかりません！どこをどう探
しても出てきません。紛失してしま
いました。吉田君が見ていたので購入したのは間違いな
いのですが…不思議です。ということで台湾土産はあり
ません。今週橋川幹事がビジネスで台湾らしいので買っ
てきてくれるらしいです。
さて本日は「ぬくまる食堂」の開店日です。最近人数
も増えるばかりで食事だけでなく安全面も気がかりが多
くなっています。不審者情報もありますがスタッフも少
なく不安な場面も多くなってきました。会員の参加者も
限定的でより多くの皆さんの参加をお待ちしておりま
す。
本日は私からのラブコールに快く応えて頂いての登場
となります、お隣の北上 RC、北良、岩手電力の笠井さ
んです。とても楽しみにしております。

◆ゲストスピーチ

北良㈱代表取締役 笠井健様

「防災と地域づくり～
企業の新たな社会貢献」
本日は鹿討会長からお話を頂き
ました。ロータリークラブに入って
いるという事は、すなわち社会貢
献・社会奉仕に取り組まれていると
思います。そして皆さんの会社でも
様々な活動に取り組まれていると思います。私共の会社
で取り組んでいることは、主に防災に関わることが多く、
本日はそういった活動のご紹介が出来ればと思います。
今年は台風の被害が大きく、東北だけではなく西日本か
ら中部辺りまで災害が酷く、年々風水害が増えており、こ
れからは防災という事に関しては皆さんの会社でも取り
組める事は沢山あるかなと思います。
まず私たちの会社の概要ですが、現在社員が 66 名。売
り上げが約 16 億。基本的な事業としてはガスの製造・販
売などですが、家庭用・産業用・医療用の三つの分野のガ
ス事業をやっております。もう一つは発電も行っており、
別の子会社(いわて電力)にて電気の販売もしております。
現在、北上の後藤野工業団地という所で本社・工場があ
りまして、とても雪が多く吹雪で年に 2 回程帰れなくな
ることがあります。その為寝袋や様々な装備を会社へ置
いており、いつでも会社に泊まれるようにしております。
＊東日本大震災時＊
震災時には我々の会社も被害を受けました。ガスを利
用して頂いているお客様の中で一番優先度が高いのが
「医療用ガス」です。県内にも 1,000 名を超える方が酸
素を吸ってご自宅で生活をしています。その方の大半は
電気が無いと酸素を送る機械が動かせなくなり、酸素が
吸えなくなってしまいます。もっと重大になってくると
人工呼吸器、自発呼吸ができない方・呼吸する力が弱い方
にとっては命に直結する事態になってしまいます。バッ

テリーは付いているんですが、持って 6～7 時間の所で
す。
＊ANPY について＊
東日本大震災の教訓の 1 つが停電
の把握です。どこが停電していて、ど
こが復旧したのかを知ることで、誰を
先に助けるかという優先順位がつけ
られます。人工呼吸器を使っている患
者さんはバッテリーはあるが数時間
しか持たない。避難所をきいたとして
も、今までにない甚大な災害でハザードマップには記さ
れていないところも被災しているので、そういう所で患
者さんがどこに行ったのかわからないというのが当時は
ありました。
「こういう機械を使っている方見かけません
でしたか？」と社員がすべての避難所を回って探したこ
ともあります。とても非効率であったので、
「停電」・「避
難先」を把握しなければいけないだろうという事で、安否
確認システム「ANPY」を私と県内 IT 会社さんとで共同
開発いたしました。この端末を患者さんの家のコンセン
トに差すと 30 秒に 1 回停電を見てくれます。停電にな
った瞬間に我々スタッフ全員へ通知が届き、電気が復旧
した通知も届きます。こちらはクラウドを使用しており、
たとえ会社が被災したとしてもそのまま使用できます。
メールでも通知がきまして、どこの場所で停電が起きて
いるのか・そこまで車で何分かかるのかというのもわか
ります。持って逃げてもらうと、約 3 日間動作し 1 時間
ごとに位置情報の通知が届きます。
そして停電になったらどうするのかという話になりま
す。我々はガス会社なので、ガスの発電機を 900W×8 台、
1500W×20 台を災害用としてすぐに使えるように会社
でスタンバイしております。別に盛岡へもユニットも所
持しております。
これは補助金等は無く、全て自腹なのですが、難病で亡
くなることと災害で亡くなることはまた意味が違ってく
るので、災害で命を落とすことが無くなればいいなと思
ってやっております。
＊こども食堂について＊
私たちも NPO 法人イン
クルいわてさんの子ども食
堂をサポートさせて頂いて
いておりまして、我々が主
にやっているのは「しゃい
ん食堂」といって、入れ代
わり立ち代わり色んな会社
さんが来て自分たちの「仕
事」を教えてくれています。
こども達にこういう大人が
岩手でこんな仕事をしてい
るという、リアルを知って
もらって、支援というのが行政がくれるものという印象
を払拭して将来的に自分が誰かを養うなど、自分がお金
を稼いでいくという意識を持ってもらえればと思い活動
しています。
こどもに何かものをあげるのではなくて、仕事をやっ
ている大人の姿を見せる、という活動を月 1 回行ってい
て現在 20 回を超えました。これを始めたのが「いわて電
力」です。我々は電気代の
利益の大半をこういった
社会貢献に使う目的税と
いう形でやっています。野
球・サッカー・クライミン
グ・こども食堂・防災教育・
医療的ケア児支援の 6 つ
のどれかを選んでもらっ
て契約してもらい、年間の
活動をフィードバックを
するという仕組みを運営
しております。
以上、スピーチ内容抜粋
笠井健様、ありがとうございました。

◆出席報告
32 人中 17 人 出席

出席委員会

出席率 62.9％

前回修正 62.9％
メーキャップ
12/7（土）
国際ロータリー2520 地区青少年交換プログラム
2018-19 年度長期派遣帰国報告会
上田穣君・佐々木史昭君
12/8（日）
伊藤智仁ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会
鹿討康弘君・谷村繁君・吉田和洋君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪高橋豊君≫
ゲストスピーチ北良 笠井社長ありがとうございました。
非常に刺激を受けました。ありがとうございます。
≪鹿討康弘君≫
本日は念願の笠井さんのゲストスピーチでした。改めて
企業の社会貢献について考えさせられましたし、私との
人間のレベルの違いを痛切に感じました。弟子にして下
さい。
≪阿部一郎君≫
北良㈱笠井社長様、本日はお忙しい所、時節に合った興
味深いスピーチを聴く事が出来、大変参考になりました。
ありがとうございます。
≪佐々木史昭君≫
先週土曜日に地区の青少年交換プログラムの第 1 回派遣
生オリエンテーションが行われました。帰国報告は花巻
北高の小田島まりんさんが行い、派遣生 22 名・保護者・
学校・スポンサー・クラブ含めた全 90 名が大いに感動
させられました。当クラブが推薦した花巻北高の永田花
野さん、太田代莉奈さんも参加しました。
≪谷村繁君≫
お蔭様で地区の監査委員(藤崎年度・田中年度)のお役目
を完了致しました。ご助言いただきました皆様方に感謝
申し上げます。
≪滝田吉郎君≫
妻の誕生祝いありがとうございます。大事にします。
≪橋川秀治君≫
笠井社長、本日は貴重なお話をおありがとうございまし
た。社会の課題を自分事として考え、一手一手を打たれ
ている姿に感動しました。
≪立花徳久君≫
笠井さんゲストスピーチありがとうございます。わかり
やすく説明して頂き理解出来ました。これからもご活躍
を期待しております。
≪上田穣君≫
先週末に地区青少年交換プログラム 2018-2019 年度長
期派遣生帰国報告会参加のため仙台へ行ってきました。
4 人の帰国報告の一番初めに発表した小田島まりんちゃ
んはとても落ち着いて素晴らしい報告で、思わず感動の
涙を流してしまいました。本日は笠井さん素敵なお話を
ありがとうございます。そして、妻の誕生祝どうもあり
がとうございます。
≪稲田典之君≫
笠井社長の熱意あるお話・行動力・お考え・崇高なる精
神・生きざまに感動しました。
≪藤田勝敏君≫
笠井社長、本日は貴重なお話ありがとうございました。
同業者として非常に参考になりました感激しました。
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
委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏
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