国際ロータリー第2520地区

RI Theme

2019-2020

花巻ロータリークラブ

Rotary International District 2520

1 月 RI 月間テーマ「職業奉仕月間」

第 3172 例会

2020 年 01 月 14 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
□クラブ協議会
(前期事業報告：職業/社会/国際/青少年)
□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

・
「RLI 研修パートⅢ」アンケートのまとめ
〔ガバナー事務所〕
・1 月ロータリーレート

1 ドル＝110 円
〔ガバナー事務所〕

・職業奉仕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〕
・3/21(土)～22(日)
「復興フォーラム」へのご参加・ご登録のお願い
〔国際ロータリー第 2530 地区
2019-20 年ガバナー 芳賀 裕〕

◆今後のプログラム・その他の予定
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
2/4(火)慶祝
2/11(火)休会 建国記念日(定款第 6 条)
2/18(火)ｱｰﾙ ﾍﾟｲｻﾞﾝ ﾜｲﾅﾘｰ工場視察 13：30～
（夜例会 18：00～ホテル花城
ゲストスピーチ 悠和会 佐藤和也様）
2/25(火)クラブフォーラム
RI 創立記念日にちなみ 国際奉仕委員会

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

◆3171 回 例会の概要
■会長の時間（22/48）鹿討康弘 君
どうでも良いことなんでしょうが、先
ほども国歌の「君が代」を歌いました
が伴奏のキーってどの CD も同じなん
でしょうか？テンポについても CD に
よってまちまちな感じがするんです
ね。
「ああ今日のは高いな・・」とか「早
いな」とか自分の場合、あるんです。
でも、国歌や国旗に関する法律ってあるらしいんで、原曲
キーやテンポも定められてるような気がします。とすれ
ば、もし勝手に CD 作成者がキーやテンポを変えて作る
ことが横行しているとしたら「法律違反」てことになるん
じゃないかなあと思ったりします。今日の新年の乾杯は
谷村さんの有難い提案により、長年の慣習のコカ・コーラ
から、大塚製薬のオロナミン C での乾杯となりました。
これについては、ロータリークラブの規約にも書かれて
いなかったことを報告いたします（笑）
。

Office 風屋 北山公路様
1/12(日)「マルカン大食堂の贈り物」＆
コンサート PR
今週末 1/12 に映画の企画と製作費ま
で出資してくれた、
「BlueHairs」とい
う東京のボックスバ
ンドグループのコンサートと映画上
映会を開催する事となりました。こ
のバンドは損得勘定抜きで、花巻に
入れ込んでいらっしゃいまして、昨
年来自腹で何度も花巻へ来て、ミュ
ージックビデオのロケをしたり、コ
ンサートに無料で出演してただいた
り、今回は製作費も出してくれ映画
も作ってくれました。映画自体は、マルカンそのものはあ
まり出て来ませんが、マルカンの閉店・復活がきっかけで
一人のシングルマザーがデザイナーとして前を向いて一
歩踏み出すというストーリーとなっています。花巻の方
以外にも見て頂きたいと思いますが、今回の上映会が終
了したら各地の映画祭に出展するというお話でして、し
ばらく公開が無いようでしたので、この機会をお見逃し
なく頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

◆慶祝
会員誕生

藤原喜子君

皆さんありがとうございます。だん
だんと家族にも祝ってもらえない歳
になって参りました。今日は新年と共
に、皆さんの笑顔と共に、お祝いをし
て頂いてとてもハッピーな気分です。

先程会長とハグをしなかったのを少し後悔しておりま
す。今年一年どうぞよろしくお願い致します。

会員誕生

佐藤良介君

誕生祝ありがとうございます。私
が産まれたのは昭和 26 年の 1 月 28
日でございまして、今年で 69 歳に
なります。昨年は古稀という事で 6
月には花巻中学校の同期会、11 月
には花巻北高校の同期会でお祝いをしました。やはりだ
いぶ欠ける方も出て来まして、お互い健康に留意しなが
ら 7 年後の 77 歳の喜寿のお祝いの時に会いましょうと
約束をして参りました。
今年はオリンッピクイヤーという事でオリンピック・
パラリンピックが開催されますが、その間の 8 月 9 日～
15 日まで花巻でインターハイのハンドボール競技が開
催されます。地元開催という事で岩手県から男女 2 チー
ムが出場できることになりましたので、何とか花巻北・花
巻南高校が出場できるように頑張ってほしいなと思いま
す。今年一年健康に留意しながら頑張って参りますので、
引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございま
した。

年バッジ

滝田吉郎君

18 年ということで、笹木賢治君と
よく、「いつ辞める？」と言い続けな
がらお互いに会長も務めながらここ
まで来ましたが、振り返ってみれば
本当に楽しかったなと思っておりま
す。毎年書初めをしており、昨日が大
安でしたので行いました。今年は「進」という漢字を選び
まして、年とともにだいぶガタがきましていろいろ、うち
気味になっておりますので、復活ではないですが、前に進
むという意味で書かせて頂きました。今年の初めに東京
の方で結婚式に呼ばれております。招待された新郎のお
相手、新婦の方が大谷翔平選手のお姉さんという事で、お
そらく生翔平君に会えるのではないかという事でとても
楽しみにしております。が、立場上「一緒に写真撮るべ！」
とは言いづらいですがじっくり楽しんできたいと思いま
す。今年もまた一年間宜しくお願い致します。

年バッジ

藤田勝敏君

平成 28 年の 11 月に入会致しまし
て 4 年が経ちました。入会してすぐ
に立花年度に会報委員というものに
仰せつかりまして、毎週毎週「いつ辞
めようかな？」と考えておりました。
基本的に RC のお仕事は会社へ迷惑を掛けないで、全
て自分で行うと社員へ約束をしておりましたので、当時
はつらかったです。勤めが終わり以降は結構楽しくなり
ました。
最近楽しかったのが、私が野球好きなので笹木賢治さ
んに野球を教えて頂いたりしまして、ドラフト 1 位で巨
人に入団した堀田君が活躍して、いろいろ賢治さんから
おこぼれを頂戴して、堀田君と会って握手ができる機会
があればいいなと、それを楽しみにしております。いろん
な繋がりを頂いて、RC に入ってよかったなと思います。
これからも頑張りたいと思いますので、みなさんご指導
の程よろしくお願いいたします。

◆出席報告

出席委員会

32 人中 17 人 出席

出席率 62.9％

前回修正 66.6％
メーキャップ
なし

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪滝田吉郎君≫
あけましておめでとうございます。年バッジありがと
うございます。
≪鹿討康弘君≫
新年あけましておめでとうございます。Xmas 家族会
で燃え尽きました。残り半年、燃えかすですが、皆様
宜しくお願い致します。
≪三田望君≫
新年あけましておめでとうございます。令和 2 年鹿討
年度の半分過ぎました。後半ムチが入っていよいよ疾
走・爆走体制に突入ですね。
≪橋川秀治君≫
新年あけましておめでとうございます。皆様にとって
元気ハツラツな一年でありますことをお祈り致しま
す。ｼｭﾎﾟｯ
≪稲田典之君≫
謹賀新年！皆さまにとって幸多き年でありますよう
に。どんと祭は 15 日午前 10 時からです。お待ち申
し上げます。
≪藤原喜子君≫
今年もお世話になります 皆さんの笑顔を見られて、
とても嬉しい年明け 1 回目のロータリークラブです。
≪谷村繁君≫
オリンピックイヤーの幕開けです。今年も宜しくお願
い致します。
（5 つのブランドを展開致しております。）
≪佐藤良介君≫
明けましておめでとうございます。誕生祝ありがとう
ございました。1 月 28 日で満 69 歳になります。昨年
は 6 月に花中の古稀を祝う会、11 月には花北の古稀
と卒業 50 周年を祝う会を開催しました。皆元気で 7
年後の喜寿の御祝で再開する事を約して御披良喜と
しました。今年もよろしくお願い致します。
≪藤田勝敏君≫
あけましておめでとうございます。ニコニコ BOX（12
月まで）予算通り、順調に推移しています。残る 6 カ
月、皆様のご協力よろしくお願いします。年バッジあ
りがとうございます。
≪阿部一郎君≫
明けましておめでとうございます。雪もなく穏やかな
新年の幕開けになりました。本年が花巻 RC にとって
良い年でありますよう祈念致します。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。
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