
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」 

第 3179 例会    2020 年 03 月 10 日(火) 
                   ホテル花城 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先週は久慈出張で欠席でしたが、経営者相

手に「こんな会社に誰がした」というテー

マで講演をしてきました。そこでも話した

のですが、最近「ニュース断ち」をしてお

ります。きっかけはフェイクニュースに引っ掛かった経

験と、ある医師の「ニュース断ち効果」の記事を読んだこ

とです。普段あまり TV を視る方ではないのですが、それ

でも昼はＮＨＫのニュース、夜は各局の報道番組をはし

ごで視ることはしていました。新聞と違ってＴＶニュー

スはメディア側の都合で「視聴率」が取れる報道に偏って

一方的に垂れ流します。事件、事故、災害、虐待、いじめ

など気が重くなる内容ばかりです。過度にこのような情

報にさらされ続けると自律神経のバランスを崩し免疫力

が落ちることが科学的に証明されていて、「ニュース断ち」

をすることによって心の健康を取り戻すことができると

いうのです。この医師は 2 年間ＴＶやニュースサイトか

ら遠ざかる生活を徹底した結果、まったく不便は感じら

れなかったそうです。 
 
 
 
 
 
 

伊藤ガバナー年度の地区委員等に花巻

RC からは 9 名の選出となりました。 

菊池忠彦君からの要請で皆さんから了

承を頂き、この形となりました。花巻 RC としても協力し

ていかなければならないと思っております。特に吉田君

は非常に忙しくなると思いますが、宜しくお願い致しま

す。花巻 RC の委員会組織案はお手元の資料の通りで、各

委員長には了承を頂いております。国際奉仕委員に藤原

喜子さんのお名前がありますが、こちらはご本人たって

の希望でございました。ニコニコ BOX 委員長も務めて頂

きますので、御活躍を期待しております。川口君につきま

しても、出席委員長をお願いしたかったのですが、異動が

決まったと連絡を受け、残念に思っております。新天地

(水沢)でも頑張って頂きたいと思います。 

 

◆3178 回 例会の概要   

■会長の時間（29/48）鹿討康弘 君  

 

 

□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 

笑いのたねプロジェクト 代表 後藤誠子様 
□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 

・復興ホーラムの延期について 
〔国際ロータリー第 2530 地区 ガバナー芳賀 裕〕 

・バギオだより 
〔一般財団法人 比国育英会バギオ基金〕 

・新型コロナウイルスの対応について 
 〔国際ロータリー第 2530 地区 ガバナー芳賀 裕〕 

・3 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円 
〔ガバナー事務所〕 

・卒業証書授与式について（御礼） 
〔岩手県立花巻北高等学校 校長 〕 

・水と衛星月間リソースのご案内 
〔国際ロータリー日本事務局〕 

・カタログ送付のご案内及び商品価格の改定について 
〔㈱オクトン〕 

・国際ロータリー第 2520 地区 
「会長エレクト研修セミナー（PETS）」中止ならびに

「2020 年地区研修・協議会」に関するご連絡 
〔国際ロータリー第 2520 地区 

ガバナーエレクト伊藤智仁〕 
・国際ロータリー第 2520 地区盛岡東ロータリークラブ 
創立 40 周年記念式典・講演会・祝賀会の延期のお知らせ 

〔盛岡東 RC 会長 柴田 茂〕 

 

 

 

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

03/17(火) クラブフォーラム 
 （ロータリーカップ中止のため未定） 

03/24(火) クラブフォーラム  
 花巻 RC 奨学生卒業報告 

03/31(火)ゲストスピーチ      陳 平芸さん 
04/07(火) 慶祝 
04/14(火) 未定 
04/21(火)クラブフォーラム 
04/28(火)観桜会（歳祝い）菊の会合同 夜例会 

（担当：親睦委員会） 
05/05(火)ＧＷ休会（定款第６条による） 
05/12(火)慶祝・会員卓話 

◆クラブ協議会 

◆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 

例会メニュー 

お造り三点盛 
串カツと海老フライ 

◆幹事報告               幹 事 

次年度各委員選出 

会長エレクト 阿部一郎君 



 
伊藤隆規【会員誕生日・結婚記念日】 
3 月は 21 日が誕生日で 16 日が結婚記念
日と 3 月は 2 つ重なっています。誕生日と
言っても感慨有るものではなかったので
すが、こうやって記念品を頂くと心も温か
くなります。 
新型コロナウイルス対応について、日本商工会
議所からも文書が届いています。50 人以上の規模の講演
会や飲食については行わないようにと、小さいものに関
しては地元経済状況により判断を任せるという話でした。
ホテル・旅館関係もキャンセルが多く、4 月 5 月にズレ
ていくと企業側からは悲鳴が上がってくるのではないか
と思い、大変心配しております。一刻も早く終息してくれ
ればいいなと思います。 

 
阿部一郎君【会員誕生日】 
3 月 5 日で 60 歳になります。還暦になりますが、お祝い
は昨年同級生と祝ったり、お札を頂いたり致しました。還
暦になってどう変わるのかな？と思うところではありま
すが特に何も変化はないだろうと予想しています。この
ままの調子でいければと思っております。先程もコロナ
の話は出ていましたが、行事がどんどん中止となってい
ます。小学校の卒業式では袴などの準備で数カ月前から
準備をしていた家庭も多い中、父兄の参加を無しにして
児童だけで縮小して執り行うようです。私も小学校・中学
校と関りがあるので、残念な気持ちです。モノづくりであ

る製造業はまだ影響は出ておらず予定
通りに稼働しています。これ以上悪い
状況にならないよう願うばかりです。 

 
鹿討康弘君【会員誕生日・結婚記念日】 

3 月 29 日で 61 歳になります。周りが 61
歳ばかりで少し弟気分でおりました。3 月 14 日の結婚記
念日ですが、正直言ってこの日かどうかわかりません。
RC 入会時、入会申込書を記入する際に結婚記念日を書く
必要があり、ホワイトデーだから 14 日と記入しました。
実際昔を思い出してみると、結婚式を 2 回していました。
親戚に祝ってもらい、ここ(ホテル花城さん)で友人たち
に祝ってもらいで、計 2 回結婚式を行っています(妻は一
人だけです)。2 回とも遡って調べてみましたが日付は結
局わからず、結果 3 月 14 日に致しました。そして 3 月
14 日と言えばホワイトデー、ホワイトデーと言えば藤原
喜子さんです。ホワイトデーで借りは返さないといけな
いと思いますので、皆さんちゃんと返しましょう。ありが
とうございました。 

 
佐々木史昭君【夫人誕生日】 
3 月 2 日の昨日が妻の誕生日でした。昨日
は特段何もしていませんでしたが、1 日に
誕生日のプレゼントを贈りました。その前
に次女から「多分欲しいのはコレだよ」と
教えてくれていましたので、プレゼントしま
したら喜んでいました。 妻の話を致しますと、
青少年交換でホームステイを受け入れておりますが、愚
痴 1 つもなく本人が楽しんで受け入れてくれているので、
本当に有難いなと思っております。私がこういう役割を
続けて行けるのも、妻の役割が大きくて、ホームステイは
女の子が多いので来た子たち皆、千差万別の個性があり
ますが、それぞれと仲良く話をしてくれています。 

 
浅沼幸二君【夫人誕生日】 

妻に成り代わりまして、誕生祝いありがとう
ございます。3 月 3 日生まれですので、30
年近く毎年ひな人形を飾りながらお祝い
をして来ました。私の妻は実は新型コロナ

ウイルスやインフルエンザにものすごく敏
感でして、私が外から帰ってくると、まず手洗

いうがいをするようにと言われ、完璧にするまでは中に
入っちゃダメと言われています。お陰様で私も健康でい
られています。 
 

 
川口悟君【夫人誕生日】 
こうやって妻の誕生日を例会で言ってもら
えると、しっかりと忘れずにいられるので
助かっています。昨年の誕生日に職場の方
へ渡すホワイトデーのお返しをそのまま誕
生プレゼントに使い妻から顰蹙(ヒンシュク)
買ったことがありました。今年は気合を入れて選ばない
といけないなと思っています。 
 
 
 

32 人中 14 人 出席  出席率 51.8 ％ 

   前回修正  62.9％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告          出席委員会 

≪鹿討康弘君≫  
先週は久慈に行って参りました。1 か月前から久慈ラ
ーメンの名店「千草(ちぐさ)」を楽しみにして出掛けま
したが、火曜定休日でした。一気にモチベーションが下
がってしまいましたが、講演頑張ってきました。 
≪阿部一郎君≫  
本日は、次年度委員構成を承認頂きありがとうござい
ます。次年度は、忙しくなりそうなのでよろしくお願い
します。誕生祝いありがとうございました。満 60 歳に
なりました。 
≪橋川秀治君≫  
先週、東京出張中に会社の方針で出張の自粛が決まり、
例会出席の苦労が減りました。喜んでいたら、川口君の
転勤の話が聞こえて来て淋しく思っています。 
≪三田望君≫  
・コロナウイルスの一日も早い終息を祈って。 
・阿部一郎会長エレクトの健康を祝して。 
≪佐々木史昭君≫  
今週土曜日、岩手県溶接競技会が花巻ポリテクセンタ
ーでされますが、私が地元ということで実行委員長を
務めますが、新型コロナウイルスの影響で無観客・無応
援にて開催することになりました。大事(おおごと)に
ならないようにコロナウイルス感染が終息することを
望みます。 
≪浅沼幸二君≫  
妻の誕生祝いありがとうございます。インフルやコロ
ナにも汚染されずに元気です。（私も‼） 
≪伊藤隆規君≫  
新型コロナウイルス感染の早期終息を祈ります。誕生
記念、結婚記念ありがとうございます。 
≪滝田吉郎君≫  
先ほど花巻東高校の 199 名卒業式に出席して参りまし
た。在校生と家族も出席できず来賓 3 名と教職員だけ
の卒業式でした。卒業生のこれからの活躍を祈ります。 
≪吉田和洋君≫  
新型コロナウイルスの影響で、3 月の出張他がほぼ全
て中止や無期延期になり、残った予定は娘の引っ越し
のみとなりました。卒業式も中止、入学式はどうなる
か？早く終息する事を願うばかりです。 
≪藤田勝敏君≫  
正式に 4 月のベトナム・名古屋出張が中止になりまし
た。ホッとしております。 
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 
2/26（水)花巻北 RC 例会 

   高橋豊君 
3/1（日）花巻北高等学校卒業式 

   鹿討康弘君・佐藤良介君 

◆慶祝 


