
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 月 RI 月間テーマ「職業奉仕月間」 

第 3174 例会    2020 年 01 月 28 日(火) 
               ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先週の「ぬくまるアカデミー」は、い
つものように橋川先生の監修のもと、
たくさんの子どもたちに「静電気」の
実験に挑戦してもらいました。少し難
しい内容でしたが、「感電実験」の子
どもたちの歓声を聴きながら大満足
のアカデミーだったと思います。ただ
一つ誤算だったのは、静電気には「乾
燥」した環境が大切だったのに、よりによって昼食メニュ
ーが「おでん」と「肉まん・あんまん」だったこと・・・。
具材の数だけの鍋からの湯気、ファミマさんから借りた
「業務用スチームマシン」からの湯気。湿気で充満したク
ッキングルームで、調理前リハーサル時の静電気が発生
せず、さすがの橋川先生も焦って「今から会場変更できま
せんか」とパニクっていました。それはそれで面白かった
のですが、窓を開けて何とか切り抜けました。失敗も楽し
い時間でした。 
 
 
 
 
 
 
-SDGs GOAL6-花巻北 RC×JAFS
がアジアの未来を拓く～井戸から溢
れる彼らの希望～と致しまして、ま
ず、カンボジアへの井戸の寄贈までの
経緯をご説明したいと思います。 

前年度の会長、佐藤博茂の方針として「前向きに楽しく
チャレンジしよう」という設定のもと、おそらくお酒の席
での会話でしたが「海外で活動をしたい」と話題が出てか
ら「井戸を掘ってみよう」と始まり、国際的な奉仕活動の
現実を目指しました。 

当時の国際奉仕委員長（佐藤淑憲君）はまず、会長にス
コップを手渡し「行ってきてください」と言ったところ、
「お前が行け」と返され途方に暮れていましたが、岩手県
国際交流協会内 JICA 国際協力推進委員 野口氏に情報提
供をお願いしたところ、何件か情報を頂くことが出来ま
した。 

その中で、アジア協会アジア友の会では「水」に関係し
た事業をたくさん行っているということで、アポイント
メントを取ったのが始まりです。 

・2/29(土)2019-20 年度青少年交換（短期・長期） 

第 3 回オリエンテーションならびに 

ROTEX 同窓会開催のご案内 

〔国際ロータリー2520 地区 ガバナー鈴木賢〕 

・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 2520 地区 代表幹事 加藤幹夫〕 

・創立 60 周年記念誌発刊と送付のご案内 

〔宮古 RC2017-18 年度 会長 寺崎勉〕 

・3/1（日）令和元年度卒業式について 

〔岩手県立花巻南高等学校 校長 菅原 一成〕 

・2020-21 年度国際会長テーマ旗の特別割引・ 

新カタログの割引クーポン・アロハシャツのご案内 

〔㈱フジマキネクタイ〕 

・暴力団追放広報紙「暴追いわて」の送付について 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

◆3173 回 例会の概要   

□開会点鐘       花巻 RC 会長 鹿討康弘君 

□国歌斉唱           

□ロータリーソング斉唱  

花巻 RC 会長ｴﾚｸﾄ阿部一郎君 

□四つのテスト    花巻 RC 親睦委員長川口悟君 

□主催会長の時間     花巻 RC 会長 鹿討康弘君 

□ゲスト紹介      花巻 RC 副幹事藤田勝敏君 

□幹事報告および委員会報告    

花巻 RC 副幹事藤田勝敏君 

□出席報告  出席委員会 花巻南 RC 渡辺正乃君 

             花巻北 RC  大石光君 

             花巻 RC   川口悟君 

□閉会点鐘       花巻 RC 会長 鹿討康弘君 

■会長の時間（24/48）鹿討康弘 君  

 

 

 

 

Rotary International District 2520

国際ロータリー第2520地区
花巻ロータリークラブ

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

RI Theme

2019-2020

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 

3/ 3 (火) 慶祝・クラブ協議会 次年度各委員選出 

阿部エレクト 

3/24（火）ゲストスピーチ  

笑いのたねプロジェクト 代表 後藤誠子様 

◆例会プログラム    進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム・その他の予定 

◆幹事報告               幹 事 

◆ゲストスピーチ     花巻北 RC 佐賀忠臣様 

 

◆例会メニュー 

ビーフカレーライス 

「カンボジア井戸掘り
支援事業報告」 



アジア協会アジア友の会というのは、「水」の支援がな
い国をピックアップして、どの国に・何か所、井戸の寄付
をするという、長年にわたり活動をしている団体です。 
＊この事業で得られる効果 
・現地住民の生活環境の改善 
・花巻北 RC としての国際貢献の実績 
・カンボジアから感謝の気持ちが届く 
・インスピレーションになれる 
 
内容や意義・必要資金（予算）等から「カンボジア」への
支援が決定致しました。カンボジアというのは、人口約
15,000,000人、民族はクメール人が大半を占めていて、
仏教が 95.5%です。産業としては農業・製造業、主に繊
維工場で繊維工場以外ないんじゃないかなというくらい
で、女性が多く就労しています。貧困率は 17％（1 日 1.25
ドル以下で生活している人の数）。 
そもそもカンボジアの水の安全な普及率というのが
60%で、この普及率というのが人口に対する率ですので、
都心部に関しては水道が普通にありますが、農村部にい
くとため池や人工池、しかも動物がここで糞尿をしてい
る水を使って生活をしている状況です。お寺に作られた
人工池も不衛生で、下痢や腸チフス等の疾患の原因にな
っていて、本当に水を必要としている地域になります。 

～中略～ 
昨年度の予算で完成したの
が昨年 9 月で、是非完成式
典をしてくれという声があ
り、今年の鎌田憲幸会長と
8 名で現地へ行って参りま
した。 

 
完成した井戸はご覧の通り

手で汲む形の井戸です。使用する前に現地のお坊さんに
拝んでもらいました。 

現地の人から感謝状を頂
きました。 
こちら（花巻北 RC）から
は、消せるボールペン・折
り紙・自由帳を現地へプレ
ゼント致しました。 
 
花巻北 RC では、2 年に 1
回井戸を掘るという事で

理事会で決定しており、次の候補地の視察もしておりま
す。来年度予算で 2 か所目の井戸を、1 つ目の井戸から
500m 程離れたところに予定しております。花巻北 RC と
してはこの地区の水の無い場所を中心に井戸が不要にな
るまで継続して取り組んで参ります。 

花巻北 RC 佐賀忠臣様ありがとうございました。 

 

 

 
 

32 人中 16 人 出席  出席率 57.1％ 

   前回修正 67.8％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 メーキャップ 

1/15(水)ぬくまるアカデミー 

三田望君・谷村繁君・阿部一郎君・ 

橋川秀治君・鹿討康弘君 

1/18（土）ロータリー青少年交換 

（長期・短期）第 2 回オリエンテーション 

    佐々木史昭君 

◆出席報告          出席委員会 

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 

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

編集責任者：鹿討康弘

制作：(株)ウノーインダストリー

≪藤田勝敏君≫  
1/28（火）3RC 合同新年会 橋川幹事がインド出張の
為、欠席に付き皆様のご協力をお願いします。副幹事、
藤田 
≪花巻北 RC 佐賀忠臣様≫  
本日はよろしく御願いします。 
≪阿部一郎君≫ 
花巻北 RC 佐賀忠臣君、カンボジア行御苦労様でした。
話によると、カンボジアに残ったのは、佐賀君ともう
1 名だったとか。後の方々は、タイでゴルフと聞いて
います。本日は井戸について大変貴重な話をして頂き
ありがとうございました。今後も末永く支援できるよ
う祈念します。 
≪橋川秀治君≫ 
先週のぬくまるアカデミーにはロータリアンの皆様
にもご協力を頂いたお陰で大盛り上がりで、途中から
講師の必要もないくらいでした。ありがとうございま
した。来週はインド・タイ出張でお休みします。遊び
ではありません(笑) 
≪髙橋豊君≫ 
先週、京都でクボタのディーラーミーティングに参加
してきました。毎年国際会館で行われる恒例の行事で
す。130 周年記念式典も行われ、創業者 久保田権四
郎の短いドラマも紹介されました。日本で最初に国産
水道管を作りました。現在シェアは 60%と聞いてい
ます。今年もよろしくお願いします。 
≪三田望君≫ 
花巻北 RC の佐賀委員長、詳しい説明をありがとうご
ざいました。継続して井戸掘りを続けられるという
事、感服致します。業界関係者も交えてこれで RC の
職業奉仕の見本ですね。 
≪立花徳久君≫ 
先週は好きな音楽をたっぷり楽しみました。渡辺香津
美の JAZZ ギターを楽しみ、翌日は久保田利伸のファ
ンキーなコンサートを観て大変満足しました。 
≪鹿討康弘君≫ 
花巻北 RC 佐賀様、本日は貴重なお話をいただきあり
がとうございました。素晴らしい活動で感服致しまし
た。先日の「ぬくまるアカデミー」は 30 名超のこど
も達に集まっていただきました。ご協力ありがとうご
ざいました。次回は春休みに第 6 階アカデミーの予定
です。よろ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。 


